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2015 年 3 月 「石油の埋蔵量は誰が決めるのか」 岩瀬昇 文春新書  

原始人の 1 日当たりのエネルギー消費量は１人当たり 2000kcal だった。現代でも生命維持

のためにはあまり変わっておらず、ダイエットしたい場合には 1 日 1200kcal 程度に摂取量

を抑えなさい、といわれる。起源 1000年ころの「高度農業人」になると約 10倍の 24000kcal。

現代の「技術人」になると約 100 倍の 23 万 kcal を消費している。 

 

2014 年 6 月 「木材・石炭・シェールガス」 石井彰 PHP 新書  

近年、昔の人は 自然豊かな里山に囲まれて穏やかに暮らしていたという「里山神話」が流

行しているが、これほど歴史的事実と正反対の間違った認識も少ない。完全なる誤り、事実

の基づかない妄想、幻想である。「里山神話」のような状態になったのは、石炭をはじめと

した化石燃料が日本社会でも広く浸透してきて、、薪炭用里山搾取が減少した、大正末から

第二次世界大戦直前頃以降に植林が大規模に実施されてからの話であり、それ以前の時代

は、里山はほとんど崩壊状態であった。 

松茸は、荒地にしか生えない赤松林の中に生える。近年、松茸の収穫量が激減し、その原因

が近年の自然破壊であると間違って認識している人が多いが、真実は全く逆である。現在は、

化石燃料の大量利用によって薪炭利用が駆逐され、その結果、この半世紀余りで日本の自然

植生が大きく復活したため、赤松林が激減し、松茸は希少品になった。 

薪炭採集によって、大量の砂が海岸に押し寄せ、広大な砂地を形成していた。しかし、化石

燃料利用の浸透によって、結果的に自然植生が大々的に復活したので、海岸への新規砂の供

給が減少した。そのために、今度は全く逆に砂浜の海岸侵食がすすみ、国土が縮小しつつあ

り、一部では海岸沿いの道路が台風などで崩壊するといった実害が大きく出始めている。 

産業革命以前の欧州の牛馬の動力が総計 1000 万馬力、薪炭の火力が総計 500 万馬力相当、

水車が総計 200 万馬力前後、人力も総計 90 万馬力相当、軍艦を除く帆船が総計 20 万馬力

相当で、全てを合計しても 2000 万馬力未満である。この数値は、現在の欧州のエネルギー

使用量の 50 分の 1～100 分の 1 程度と言うささやかさにすぎない。にもかかわらず、ほぼ

全面的な森林破壊、森林払拭に代表される、再生可能エネルギー利用による環境破壊は、 



 

  

現在とは比較にならないくらい深刻なものであった。 

リチウムイオン電池の蓄電量 1kwh あたりのコスト（現在市販の分散型の据え置きタイプ

電池価格を、その１回当たりの充電能力に充電寿命回数を掛けた数字で除した値）は 100 円

/kwh 前後以上にものぼる。 

太陽光発電パネルの色は通常黒なので、パネルの温度は最高 70･c 以上にもなり、その地域

全体で強い上昇気流が発生し、局地的気象さえ変えてしまうリスクも一部で指摘されてい

る。 

森林伐採を伴わない、耕作放棄地や休耕田、あるいは田畑などであっても、通常は一面に草

木や作物が生えている。すなわち植生があり、一定の生態系機能、ないし人類社会に対する

生体系サービスを行っている。具体的には、気温激変を抑制する機能、汚染物質を浄化する

機能、保水機能、CO2 吸収＝酸素供給の機能、良好な景観の提供である。 

一番熱水資源量があるのが、日本で一番広い貴重な原生自然が残されている大雪山国立公

園であり、日本の資源総量の 4 割以上を占める、次が、世界自然遺産の知床国立公園で約 2

割、第 3 位が上高地や立山を擁する中部山岳国立公園で約 1 割、第 4 位が十和田八幡平国

立公園と、この 4 国立公園だけで日本全体の熱水資源総量の 8 割弱を占める。これらの国

立公園は、日本の国立公園の中でも非常に稀少な原生自然が最もよく残され、かつ景観がト

ップクラスの所ばかりで、素朴な山間の温泉が大きな魅力でもある場所だ。 

再生可能エネルギーの積極導入に関しては、そもそも一体何のために再生可能エネルギー

を導入しようとしているのか、根本の哲学に立ち返る必要がある。環境を守るために導入す

る再生可能エネルギーで、逆に自然環境を大規模に破壊したのでは、完全なる本末転倒、目

的と手段の取り違えだろう。 

太陽光発電や風力発電が環境に優しいと言うのは、導入量が比較的に少ない場合のみ。 

エントロピを減少させる、すなわち浄化のためのエネルギーを、植物は上空から降り注ぐ太

陽光エネルギーから調達して光合成を行う。 

浄化のための外部エネルギー源が太陽光発電など再生可能エネルギーの場合は、同じ太陽

光エネルギーの利用を巡って、植物と完全に激しく競合することになる。これは完全なる矛



盾である。なぜなら、森林などの生態系は、同じ太陽光エネルギーの利用によって、浄化作

用以外の様々な環境維持機能を同時に持っているからである。既に述べたように、それは気

温、地表面の温度の激変緩和機能と、大きな保水機能である。 

太陽光発電など、人為の太陽光利用の効率が植物の光合成よりも幾分効率がよいとしても、

この温度激変緩和機能と保水機能を考えれば、人為の太陽光直接利用は、植物、生態系に対

して、環境価値の点で全く歯がたたない。 

現在の日本は、再生可能エネルギーに全面的に依存していた。江戸後期、ないし明治初期に

比べて、約 40 倍のエネルギーを消費して、社会や生活を維持している。一人当たりでは約

10 倍だが、人口が 4 倍になっているので、約 40 倍である。欧州では 50 倍以上だ。 

10 年ほど前の世紀の変わり目頃に大騒ぎとなった、環境ホルモンや狂牛病、ダイオキシン

の問題は、今、どこへ行ってしまったのだろうか。 

これからはいかにして効率化、すなわち省エネをするかである。一言で言えば、「バランス

のとれたエネルギー源の多様化と節約」が、キーワードとなる。 

英語でシェール、日本語で頁岩というのは、太古のシダや藻などの植物の死骸が河川によっ

て流され、太古の河口付近の海底や湖の底の泥に埋もれて地下に堆積し、数百万年以上の時

間をかけて、その後に堆積した土砂重量によって圧縮され、結果として、非常に硬い緻密な

薄片状になった岩石である。 

3.11 原発事故の直前、2010 年の日本の最終エネルギー消費に占める自動車燃料のシェアは

20%であったが、一方では電気は 25%にすぎない。3.11 後の 12 年速報値では 22%に低下。

電気のうち 1/4 が原子力発電であったので、原子力は最終エネルギー需要全体の 6%を賄っ

ていたにすぎない。11 年から 13 年いっぱいにかけて、日本ではこの 6%の原子力の何分の

一かを、太陽光、風力といった再生可能エネルギーでどこまで賄えるかという議論を侃々

諤々とやっていた。 

3.11 事故が発生した際に、それほど意外性は感じなかった。やはり発生したかという思い

しかなかった。むしろ非常に意外だったのは、次の二つだ。まず第一に、東京電力自身が、

世界で既に複数回発生しているこのような過酷事故をほとんど想定しておらず、それが発

生した際の対応シナリオや訓練を全くと言っていいほどしていなかったという驚くべき事

実だ。次に、6 基の大型原子炉のうち、3 基もメルトダウンを起こしたという、原発事故と

して考えられるほとんど最悪の事態に近かったにもかかわらず、直接的な死者が一人も出

ておらず、立地周辺の長期的避難地域を除いて、膨大な被害の大半が言わば心理的な放射能

汚染被害に留まっているということだ。 

原発のコストはほとんどが建設段階の設備コストと維持費であり、現存の原発の運転を停

止してもほとんどコストは削減できない。だから、今後数十年間も使用可能な原発をいきな

り停止して、何であれ他のエネルギー源に代替すれば、必ずコストは大きく上昇し、電気料

金に大きく反映されざるを得ない。 

魔法の杖などどこにも存在しない。「エネルギー源の動的な多様化と省エネ」、一言で言えば、



これが進むべき案内板だ。原発近隣の住民以外の読者の中で、それでもなお日本で何が何で

も脱原発を実現したいという人がいれば、人口が大きく減ってエネルギー需要も大きく減

る 40 年～50 年先を待つ必要があろう。 

より効率的で生態系負荷の低い再生可能エネルギーの研究開発とともに、より安全で廃棄

物の少ない原子力技術の研究開発も鋭意続けた方が、将来へのリスク対応としては、はるか

に賢明だろう。 

地表面積当たりの、化石燃料コンバインドサイクル発電所は、大型太陽光発電所に比べて年

間平均出力で比較してその出力密度は 2000 倍から 3000 倍大きい。つまりそれだけ生態系

破壊の負担が少ないということである。 

 

2014 年 04 月 「越境する大気汚染」 畠山史郎 PHP 新書  

PM10 とは粒径 10μm 以下の粒子を捕集効率 50%でつかまえたものをいう。 

環境で問題とされるエアロゾルは 10μm 以下の微小な粒子です。ナノ粒子と呼ばれる、

100nm（1mm は 100 万分の 1mm）以下の超微粒子も問題になってきます。 

粒子状物質の一般的な呼び方はエアロゾル

です。エアロゾルのうちで、その粒子が 2.5

μm 以下のものが PM2.5 です。エアロゾル

としては硫酸ミストや光化学スモッグ、ア

スベスト粒子やディーゼル排気粒子などが

あります。 

デイーゼル自動車の排気にはNO2以外に黒

煙エアロゾルの問題があります。ディーゼ

ルエンジンから排出される煙は黒っぽく、

見るからに大きなススの粒子という感じがしますが、実際には個数濃度では 0.1μm 近辺の

粒子が最も多く、質量濃度でも粒径 1μm 以下が 90%以上あって、大部分は 0.1～0.3μm

の範囲にあるので、明らかに PM2.5 に含まれるものであり、目に見えているのはごく一部

であるということができるでしょう。 

エアロゾルのなかでも有機エアロゾルは粒径が 0.1～1μm と非常に小さいため、PM2.5 の

主要成分の一つとなっています。 

 

2010 年 12 月 「日本は世界 4 位の海洋大国」山田吉彦 講談社α新書  



 

 

日本の海は、広くて大きい。そのため無限大の可能性を秘めている。この海を利用し、この

海とともに生きていくことこそが、日本人の未来への道なのである。そのためには日本人の

手で海を守らなければならない。目をつぶっていると、あっとい間に東シナ海が中国の海と

なり、オホーツク海は未来永劫ロシアの海のままだ。いずれ日本海は「東海」と呼ばれるよ

うになり、韓国の海にならないとも限らないのである。国境警備衛星を打ち上げ、常時、広

い日本の海域を監視することも一案だ。今後海底資源の開発を進めるに当たり、環境保全の

ため、事故対策のためにも、役に立つことだろう。「海」を「宇宙」から守るの 

 

 

2011 年 02 月 「中国エネルギー事情」 郭四郎 岩波新書  

2009 年に中国がサウジアラビアから輸入した原油は 100 万バ

レル／日。 

火力発電所の 80%が石炭焚き。 

 

2010 年 10 月 「武器なき環境戦争」 池上彰・手嶋龍一

 角川 SSC  

ロンドンでガソリンを入れるとします。新しい制度の下では、

ポンド通貨を支払うだけでは、ガソリンスタンドは満タンにし

てはくれない。イギリス政府から、国民一人ひとりに、年間たと

えば 100 カーボンというかたちで支給される「通貨」のうちか

ら、自動車の車種に従ってクレジットを支払わなければなりま

せん。 

乗り捨て自由の自転車が置かれています。鉄パイプにチェーン

で固定されていて、コインを投入すると、それが外れる仕組み

です。自由に走り回って、どこかのステーションでチェーンを



固定するとコインは戻ってきます。 

貧困の解決、難病の克服、食糧や水の確保などに使える「今」ある「資源」を、「今」のど

の問題の解決にどの程度振り向けるべきかを考えていく責任がある。地球温暖化だけが、解

決を迫られている問題ではない。人間社会が抱えるすべての問題に目を配りながら、温暖化

問題の解決には、日本人としてどの程度のコストと労力を注ぎ込んでいくべきか、他国にど

の程度の努力をしてもらうべく働きかけていくのか、もう一度白紙から見直す時期が来て

いる。 

日本という国は、優れた被布教国として、輸入したものを自国の風土に合ったものに土着さ

せてしまいます。その点では、世界に冠たる国ですが、自ら布教するのはどうも不得手、と

いうより、布教の経験そのものをあまり持たなかった。ですから普遍的な価値を世界に押し

広げていく経験を欠いている。 

戦後、驚異の経済成長を遂げ、いまや世界屈指の経済大国であり、技術大国でもあります。

考えても見てください。今日本に万一のことがあったら、世界中の国が困ってしまうような

存在感のある国家なのです。 

人類がこれからも生存し続け、人為的な CO2 の排出を減らしていく。この二つを両立させ

るのは至難の業ですが、なんとしても挑戦は続けていかなければなりません。地球環境の未

来を突き詰めていくと、「持続可能な社会」を目指すということになるのでしょう。 

まだ見ぬ「サスティナブル」の訳語はどんなものでしょう。いまの地球を未来の子どもたち

に伝えていかなければ――そんな思いが込められた言葉でなければ――。かつて「沈黙の春」

という名著をレイチェル・カーソンが著しました。環境問題などという意識が人々の頭にな

いとき、預言者のように、地球の未来に静かな危機が忍び寄っていることを告げたのでした。

ジャーナリストの使命とは、人々のなかに眠っているイメージを喚起する言葉で、そう、「沈

黙の春」のような言葉で、音もなく忍び寄る異変を伝えることにあります。 

我々の知らない水面下で繰り広げられている「武器なき CO2 戦争」――CO2 の排出量削減

の目標や排出権をめぐって、世界の国々が存亡を賭けて「戦争」を繰り広げています。 

 

 

 

2010 年 08 月 「スマートグリッド」 横山明彦 日本電気協会新聞  

欧州：風力発電所からの発電量が多くなったために、不安定な電気の流れをいかに制御する

かが課題です。蓄電池などについても大型の設備をどこに設置するか、誰が設置するかが焦

点となっています。スマートメーターの導入で家電機器の制御を行う考えもあるが国ごと

に機能も標準化されておらず、欧州全体での家電制御の考え方は広まっていない。 

米国：ピーク需要を制御するスマートグリッドの導入が不可欠と考えられている。 

日本：もともと電力系統の品質が高いだけに、スマートグリッドの世界標準化で遅れをとっ

ている。 



 

2010 年 08 月 「われらをめぐる海」 ﾚｲﾁｪﾙ・ｶｰｽﾝ 早川書房  

永い年代をかけ、ゆっくりした過程を経て進化してきた種がユニークなもので、他にかけが

えのないところにある。分別ある世界だったら、人間はこれからの島々を貴重な財産として、

美しくも物珍しい造花の妙で充たされた自然の博物館として、それからまた世界のどこに

も同じものがないという理由で、どんな値段をもしのぐ価値あるものとして、遇してきたこ

とだろう。 

海がはじめてできたとき、塩分はごくわずかであったが、悠久の歳月とともに、海は次第に

その塩分を増した、と考えられてきた。なぜなら、海洋の塩類の第一の源は、大陸をマント

のようにおおっている岩石だったからである。 

 

2010 年 08 月 「二酸化炭素温暖化説の崩壊」 広瀬隆 集英社新書  

太陽の活動が活発化すると、内部の磁力が表面に現れる。この磁力線によってエネルギーの

流れが妨げられた部分は温度が低くなり、黒点が出現する。太陽の温度は 6000･c くらいだ

が、黒点の部分は 3000･c しかないため、黒く見える。つまり、黒点は低温だが、黒点が増

える時期には太陽の活動が活発化しているので、地球は太陽熱を受ける量が増えて、温暖に

なる。 

熱を持った水の気体が水蒸気である。逆に言えば、水蒸気が水になるときに熱が放出される。

さらにその水が、氷になるときに熱が放出される。 

水蒸気が大気中に放出されると雲を作り、水滴となって雨や雪を降らせる。その雨粒や雪の

結晶を作りながら、液化したり氷滴となって固化するときに、熱が赤外線となって放出され

る。この赤外線は、上に向かえば宇宙に放出され、また、まわりの大気中にも放出される。

宇宙に出て行けば地球を冷やす作用になるし、地表に向かえば地球の大気を暖める作用を

持っている。 

2000 万 kw というとてつもない容量の揚水ダムは、数%という低稼働率で大自然を破壊し

ている。揚水発電コストは水力ではなく原子力で計算されなければならない。 

ヒートランドに代表される大都市がエネルギー問題を起こしている。これを解決するのは

大都市でなければならない。その意味で太陽光、太陽熱は問題ないが風力は自然破壊の問題

児ではないか。 

原子力発電量の二倍の熱量を温排水として捨てなければならない。一方火力発電は発電効

率を原子力発電の 1.5 倍まで上げてきた。 

 

2010 年 06 月 「低炭素社会」 小宮山宏 幻冬舎新書  

地球温暖化に対して、「温暖化するといけないのか」「温暖化しても悪い影響がなければいい

ではないか」という意見もあります。それに対する科学者としての回答を一言で言うと、「現

在進行中の温暖化は、急激過ぎる」ということです。問題になっているのはまさにそのスピ



ードなのです。 

90%の確率で 20 世紀中に約 0.7･c の気温上昇が起こっており、その原因の 60%は人間の出

した CO2 に起因するという結論が出されたのです。IPCC は、環境について現在の人類が

持っている一番の叡智を結集した機関といっていいでしょう。その IPCC が出した結論を

信じずに、他のどんな根拠を信じればよいのか。 

「温暖化なんてたいした問題ではない」という主張を支持する人がいることは、看過できな

い事態です。このような懐疑論も一般の人に対する影響力が大きいからです。彼らの荒唐無

稽と言っていい主張に対して、環境問題についてまじめに研究している科学者は皆、苦々し

い思いを抱いてきました。 

 

 

「日々のくらし」のうち「家庭」で使われるエネルギーのうちの 10%弱が冷房に、20%が暖

房に使われています。オフィスの 50%が冷暖房に使われています。 

暖かいところはエコキュート、寒いところはエネファームが適しています。エコキュート、

エネファームにおいては、日本が給湯器という新たな市場を世界中で作れるチャンスがあ

る。自動車を買うことのできる人、日常的に生活の中で自動車を使用する人は、まだ世界人

口の 1/10 くらいです。そう考えると台数で見ても、給湯器は車の 1.5 倍くらいは売れるだ

ろう。 

新しい冷蔵庫を作るエネルギーと 15年前の古い冷蔵庫を解体してスクラップにしてリサイ

クルするのに使われるエネルギーを合わせた分を、新型冷蔵庫なら 6 ｹ月くらいで回収でき

ます。エアコンなら 10 年前の機種を買い換えれば 4 ｹ月くらいで回収できてしまいます。

白熱灯を蛍光灯に変えるのであれば 1 週間で取り返せます。もったいないのはモノよりエ

ネルギーです。古い洋服と古い冷蔵庫を「もったいない」の一言で同列に扱ってはいけませ

ん。古い洋服は着続けてもエネルギーを使いませんが、冷蔵庫はエネルギーを使い続けるか

らです。 

一人の人が、1 日生きるのに必要なエネルギーは約 2000kcal。発熱量に換算すると 100w の



電球とだいたい同じくらいのエネルギーを使っていることになります。人ひとりが部屋の

中にいれば 100w のヒーターを入れたのと同じくらいの熱を放出していることになります。

人間は太陽エネルギーを食物から取入れ、消化、分解して、細胞の中で燃やして放出してい

るわけです。 

砂漠のような場所でクロレラやスピリルナやユーグレナといった単細胞生物を培養し、そ

れらを乾燥して石炭の代わりに燃やす。普通の植物は、光合成によって太陽光の 1%分くら

いのエネルギーを体内に固定しますが、クロレラ類は約 5%という高い率で固定できるので

エネルギー効率がいい。 

平均的な金鉱山では、1ton 当たりの鉱石から 5g から 10g 程度の金しか採れません。それ

に対して、携帯電話を 1ton 分集めると、そこから 250g の金を採ることができます。 

これからの地域には環境対策が分かる相談員が必要です。「蓄熱システムを取り入れたい」

「ソーラパネルを設置したい」といった相談に答えられ、工事業者との間をつなぎ、ワンス

トップで対応できる人。「エコライフアドバイザー」「環境コンシェルジュ」などと呼ばれる

人が 10 万人単位でこれからの日本には必要になってくる。 

市井で暮らす人のほとんどは、株や債権などの投資活動を行わずに､お金を銀行に預けっぱ

なしでいます。しかし今の日本の銀行の利息はほとんどゼロです。それならばそのお金を定

期預金に入れたと考えて、環境投資に回す仕組みを作り、年率 3%くらいのリターンが得ら

れる金融商品を開発すればかなりの需要があるに違いありません。 

 

2010 年 06 月 「森林の崩壊」 白井裕子 新潮新書  

木の蓄積量は 1995 年の 35 億 m3 から 2002 年の 40 億 m3 へと増加。2005 年のわが国の

木材総需要量は丸太換算で約 8700 万 m3．数字だけ見れば国内で毎年自然に育つ増加分だ

けで賄うことができる。 

緩傾斜で林業を営むスェーデン、フィンランドの伐出コストは 1500 円／m3．比較的緩傾

斜地であるオーストリアでも主伐で 1800～4500 円／m3．一方わが国では 7000～11000 円

／m3 にもなる。ひとりが１日に生産する量は、北欧諸国では 1950 年頃はおよそ 1.5m3／

人日で、日本とそう違いはなかった。しかし 2000 年には 30m3／人日にも達し、林業の高

度化が進んでいる。片や日本は今でも 3～4m3／人日ほどである。 

林道密度は、比較的平坦なドイツでは 118m/ha。急峻なオーストリアでは国有林で 32m/ha、

民有林では 49m/ha。それに対してわが国では 16m/ha にしかならない。林道台帳に正式に

記載されている林道は 5m で、これに市町村の公道など 8m と、恒久的ではない作業道 3m

を足し合わせてやっと 16m である。 

わが国の素材生産量は 1500 万 m3／年で、オーストラリアの 1700 万 m3／年（2004 年）

を下回っている。しかしハーベスタの普及台数はわが国の 433 台に対してオーストリアで

は 140 台。 

木を切りたくてもその山の持ち主が分からず、わが国の過半は未だに不詳である。山に立っ



ている木は庭木と同じである。所有者の同意がなければ 1 本たりとも切ることはできない。 

ハウスメーカーが使用している木材を調べたが、その 80%以上は外材であった。先進国の

中でこれほどまでに林業がすたれ、森林が放置され、木材地場産業が自国の資源との関係を

絶った国も珍しいだろう。 

車窓から眺める遠くの山はいつも青々と同じように穏やかに見える。しかし山林の中に入

ると、木の根が浮き上がっていたり、梢がなかったり、よく見るとあたり一帯が枯れていた

りする。折れ曲がり、倒れた木々もそのままにされている。弱り果てた森は、自分さえも守

れず、自分の身を滅ぼしながら、自然の恐ろしさを我々に教えてくれている。 

伝統工法が正面から否定されたから建築できなくなったのではない。誰が建築しても安全

なように規則を書き加えていったら伝統的な建築工法で建築できなくなっていた。それが

問題なのである。そうやって物事が決まっていくのはおかしくないだろうか。 

社会の関心の多くは伝統工法ではなく、耐震偽装や悪質な施行、形だけの行政に向いている。

技術のない職人や悪質な設計者、施工者を規制するあまりに伝統技術や工法が追いやられ

ている。 

日本人は米国の言いなりだと被害者意識に囚われがちだが、これは自分で考えたがらない

日本人と、みずから戦略を打ち出せない日本の言い訳にも聞こえる。誰も決めなければ誰か

が決める。ただの文句であれば誰でも口にする。しかし同じ苦情でも、社会は変えられると

思い、社会を変えていこうとする人と、自分の悲劇を訴えているだけの人とでは、質が違う。

どうしたら問題を解決でき、より良くして行けるのか、具体的な方法を考え、それを人々に

伝え、どう具現化するか。そうパラダイムをシフトすると、考えや表現も変わってくる。日

本では路上に寝起きする人も新聞を読み、タクシーに乗れば鋭い時事批判を聞ける。とても

教育水準が高い国である。ほとばしる文句がプラスに向いたならば、どれだけ社会が良くな

るだろうか、と想像することがある。 

懐古趣味ではない。歴史や経験、感性が人に刻んだ技能は文化の礎であり、文化は国力の源

である。脈々と流れる時代の続きに今があり、そこから将来が開く。彼らは歴史の中に刻ま

れる自分の時代を意識しているようだ。歴史は封印された過去ではなく、今の生活の中に息

づいている。欧州の人々は、自らの歴史や文化を守り、今もその続きを作り続け、世界中の

人々を魅了する。そこで何よりも彼らが住み続けたいと思う豊かな住環境を創り、安心して

働き続けられる地域産業を維持しているのだろう。見事な道路が延び、立派な公共施設が建

設されたのに、日本の地方からは人がどんどんいなくなる。地方都市の衰退は見るに忍びな

い。 

 

2010 年 05 月 「人口爆発・動物虐待・火山噴火」 石弘之 洋泉社  

環境問題は人類が「文明」という高度な文化を身につけたところから始まった。文明が人口

を増やし、経済を拡大させてきたのである。つまり、文明と環境はトレードオフの関係にあ

る。人類の存在そのものが環境問題という言い方もできるだろう。 



今後の地球と人類の行方を考え直す時間は限られている。地球温暖化、生態系の劣化、食糧

生産の頭打ち、資源の枯渇。。。などを考え合わせると、その締め切り時間は世界人口が 80

億人に達する 2025 年ごろではないか、と予想している。 

人類という一種類の動物の異常な増殖によって、次々と野生生物が絶滅、もしくはその寸前

まで追い込まれている。その絶滅は巨大化する人類の生活を映す鏡であり、生物の生存環境

をこれまでに破壊したことは、同じ生物である人類への警告でもある。 

全米科学財団は今後 20～30 年以内に地上の全生物種の 1/4 が永遠に姿を消すとみる。恐竜

が大量絶滅した 6500 万年前をはるかに超える、最大の生物種の絶滅が進行していることで

は異論がない。 

今後予想通りの地球温暖化が進行するとすれば、生態系の混乱は多くの生き物を絶滅させ

ることになる。特に、自分で移動できない植物は温暖化に適応できずに滅びるものがでてく

る。空前の死滅の始まっているサンゴ礁も、海水温や海面の上昇でさらに死滅の範囲が広が

るだろう。海面上昇は海岸近くの湿地を飲み込み、水鳥や干潟にすむ多くの生き物の生息地

を奪うことになる。 

人類は、生物が多様だったからこそ、多様な資源を得ることができた。それを自らの手で破

壊し尽くそうとしている。 

 

2010 年 05 月 「エコ・ウォーズ」 朝日新聞特別取材班 朝日新書  

人類はすでに 1 兆バレルを使ったと推計されている。石油メジャー・BP の統計では残る確

認埋蔵量は 1 兆 2379 億バレル（2007 年）。富士山をひっくり返して杯に見立てると、その

1/8 程度の量しかない。今後、油田が開発されたとしても知れている。石油ピークは、エネ

ルギーを大量に使って生産される食糧のピークであり、文明のピークだ。石油に頼らない新

しい文明の時代にしなければならない。 

太陽電池パネル 10m2 は毎年、石油 1 バレル分のエネルギーを生む。 

集光型の太陽熱発電は、「熱で蒸気を作る」という仕組みとしてはローテクだが、日差しの

強い地域で大規模に実施すれば太陽電池パネルの半分のコストで電気ができるとされる。 

2009 年までに FIT の導入が 46 ｹ国なのに対し、RPS は 12 ｹ国。FIT 陣営のドイツやスペ

イン、韓国などが飛躍的に導入量を伸ばしているのに対し、日本や英国など RPS 陣営には

伸び悩む国が多い。 

日本の太陽光発電の量を本当に増やすつもりならば､普通の企業や一般の人が、発電事業と

して空き地に巨大ソーラーをつくる仕組みも必要になる。 

いま先進国の中で発電・送電が未分離なのは日本くらいである。国際エネルギー機関も送電

線を整備すればより多くの新エネを導入できるとコメントしている。 

日本の「串刺し」送電線網と違って、欧州の送電線網は網目状に張り巡らされているうえ､

国境を越えて電気をやりとりしており、新エネが大量に導入されても電気の変動を吸収し

やすい構造になっている。しかもドイツやスペインでは、風力や太陽光は優先して送電線網



に接続して電気を遅れるようにする「優先接続」の政策を持つ。 

日本の中期温暖化対策の中核を担う電源の「非化石化」は､今後の原発建設に頼る一方、自

然エネルギーにはほとんど期待していないのだ。 

人類は、石油をはじめとする化石燃料を、不当に安く使ってきた。世界同時不況を経て、遠

い昔のように思えるが、2008 年夏、日本のガソリン価格は 180 円/Lit 台になった。それで

もコンビニに並ぶペットボトルの「水」よりも安かった。石油は数千万年という時をかけて

生成された。この値は「激安」だろう。 

2020 年はあくまでも 2050 年までの中間点でしかない。日本の「25%削減」は世界からみ

れば 1%の貢献だが、それを成し遂げることを通じて、日本は低炭素社会を機軸とする未来

の国際社会において、名誉ある地位を占めている都信じる。 

地球温暖化問題は、この日本の、世界の構造改革を迫るものだ。国際交渉の結果は、われわ

れ一人ひとりの暮らしをも揺さぶることにもなる。問題の深さと広さは計り知れない。だが、

地球環境の維持を前提にした社会、経済に変えていくことは、日本の、そして世界の人々の

「共益」だと信じている。 

 

2010 年 05 月 「経済学は温暖化を解決できるか」 山本隆三 平凡社新書  

エネルギー消費が少ない国は温室効果ガス削減余地が少ない。CDM プロジェクトを通じて

技術と資金が途上国に移転しているが、途上国の中で支援がもっとも必要な最貧国には資

金が流れず､ある程度発展が進んだ国にしか資金が流れないのは皮肉です。 

米国は世界第二位の産炭国です。中国に続き年間 10 億トンの生産を行い、その 90%以上を

発電所で消費しています。米国の電気の 50%は石炭で作られています。 

 

2010 年 03 月 「グリーン資本主義」 佐和隆光 岩波新書  

29 世紀は化石燃料を燃焼させることにより、すなわち二酸化炭素の排出量を増やし続ける

ことにより、経済が発展・成長した世紀だった。 

地球温暖化とそれに伴う気候変動を緩和しなければ、21 世紀後半の世界の惨状は想像を絶

して余りある。しかるべき経済的措置を政府が講じて、個人そして企業の省エネルギーを促

進し、低炭素化に資する技術開発を誘引する。それだけでは不十分な場合、不足分を規制的

措置により補うというのが、自由主義経済のもとで地球温暖化と気候変動を緩和させる適

切な対策なのである。 

21 世紀は「環境の世紀」だと言われるが、その意味するところを私は次の二点に集約する。

第一に、地球環境問題なかんずく地球温暖化と気候変動がますます深刻化し、人々のそれら

への関心が空前の高まりを見せるであろうこと。第二に、環境制約を打ち破ることが技術革

新の標的となり、そうした技術革新が経済成長を牽引すること。 

91 年度から 2008 年度にかけての実質経済成長率が、年平均 1.0%と低位にとどまったのは、

バブル崩壊不況が尾を引いたこともさることながら、デジタル製品と自動車が持つ産業連



関的波及効果の差異ゆえのことでもある。 

ケインズ主義的財政金融政策は、先進国においては、もはや無効と化した。他方、新興国・

発展途上国においては、不況対策の特効薬として有効きわまりない。先進国からの投資が、

新興国・発展途上国の潜在的内需を掘り起こし、それが先進国の輸出増加を誘う、という望

ましい「ブーメラン効果」が期待されるのである。 

21 世紀の技術革新は「低燃費」。「低炭素化」、「廃棄物最小化」、「再生可能」などを目指す

ようになった。その意味で、21 世紀の先進諸国の経済成長のバネ仕掛けとなる技術革新の

ほとんどが,環境保全に関連している。先進諸国経済のこれからの成長を牽引するのは、環

境「制約」の克服に資するエコ製品の開発・普及を措いて他には見当たらない。 

日本の一人当たり温室効果ガス総排出量は 9.9t/年・人（2006 年度）である。家庭部門と自

家用乗用車に限れば 2.0t/年・人である。 

「世界全体の排出量を半減する」ことの根拠：現状では、森林や海洋により吸収される量の

約 2 倍の CO2 が人為起源で排出されている。人為起源の CO2 の大気中滞留期間は、炭素

の種類、大気環境等によるバラツキがあるが、50～200 年と推計されている。ネットの排出

流をゼロにすれば大気中の炭素濃度は漸減するのである。 

EU は 90 年比で少なくとも 20%の削減を宣言しているが、05 年にすでに 7%削減を達成し

ているため、05 年比で見ると 13%となる。他方、オバマ大統領は 90 年比ゼロ削減を宣言

しているが、ブッシュ政権下、京都議定書から離脱していたこともあり、05 年に 90 年比

14%増となっていたため、05 年比 14%減となる。したがって 05 年比で見ると日本の削減

率が最大となる。最大となる理由は簡単。日本が 05 年まで十分な努力を怠ってきたからで

ある。 

 

2010 年 02 月 「キリマンジャロの雪が消えていく」 石弘之 岩波新書  

アフリカ東部のサンゴ礁でも海水温の上昇や日照量の増加が原因と見られる大規模な白化

現象が発生しており、1990 年代には海水温が 1.0～1.5･c 上昇しただけで、ケニア、タンザ

ニアでは 90%、セイシェルでは 80%、コモロでは 30%のサンゴ礁が死滅した。今後 50 年

のうちに、こうした現象が当たり前になると危惧する専門家もいる。 

温暖化に伴うさまざまな被害に対して、温室効果ガスの排出量が最低のアフリカ諸国が、な

ぜ被害だけを受けねばならないのか、といういらだちもアフリカ人の間で強い。 

アフリカ大陸では毎年エイズで亡くなる人は 150 万人ぐらいなのに、一方で 2200 万人以上

も人口が増える。アフリカの援助がエイズ対策に集中して、家族計画の予算が縮小している。 

アフリカの都市の人口膨張は、大部分がスラムで起きる。10 人の都市生活者の 7 人までが

スラムに住む。 

貧しい国々が貧困ゆえに森林を失い、人口急増で干ばつの危険が高い乾燥地や山腹の急斜

面洪水や高潮の被害を受けやすい湿地帯にまで住まざるを得なくなっている。アフリカの

自然災害が、ますます頻度と被害規模を拡大していくことは避けがたい。 



木材は採掘や精錬の手間がかからず、入手が容易な資金源である。武器弾薬など巨額の資金

が必要な内戦や内紛が、貧困国の多いアフリカで長期化する最大の理由は、地下資源ととも

に、違法木材の取引が紛争の資金を支えることにある。 

全消費エネルギーに占める燃料材の割合は、サハラ以南アフリカでは 86%を占める。 

世界的な漁獲資源の枯渇と自国の水産資源の規制強化を反映して、未開拓漁場の多いアフ

リカ近海にヨーロッパやアジアの大型漁船が大挙して進出して、現地漁民よりもはるかに

大量の魚を獲る。沿岸国の違法漁業の取り締まり能力は低く、やりたい放題の操業をしてい

る。水産資源の枯渇が野生動物の大量殺戮の引き金を引いた。 

ブッシュミートの背後にあるのは貧困と武力紛争である。現地民たちが自分たちの食糧や

現金収入のために殺し、兵士やゲリラが野生動物を食糧にして戦う。 

エイズウィルスは、地元民がブッシュミートのためにチンパンジーを殺したり解体したり

したときに、血液を通じて感染したとする仮説がもっとも支持されている。 

自然条件下では、おおざっぱにいって年降水量が 600mm 以上あれば森林が形成され、

400mm でサバンナになり、さらに 250mm 以下になるとステップや砂漠となる。砂漠の周

辺の半乾燥地帯の年降水量は 250～550mm ほど。一部では農業がかろうじて可能だが、放

牧や移牧で暮らす人が多い。この一帯で降水量の減少とともに乾燥が強まり、同時に土壌の

劣化が目立ってきた。 

牧畜だけで暮らす村では、通常は人がひとり増えるごとにヒツジやヤギが 3 頭以上必要に

なるといわれる。とくにヤギは根から掘り下げるようにして食べるので草は再生できなく

なる。すると地面を押さえつけていた草木が失われて砂が動き出す。それが砂丘になると手

の打ちようがない。乾燥化が進むにつれて、家畜の中でもっとも水不足に強いヤギが増やさ

れていく。こうなると悪循環の輪が回りはじめる。 

砂の表面は、塩類や金属分や有機物が固まってできた薄い皮膜がパンの皮ように覆ってい

て砂の移動を抑えている。これまでも家畜の増加によってこの皮膜が踏み抜かれることが

指摘されていた。だが、砂漠を走り回る 4WD もその重量で皮膜を破るため、より多くの砂

が動き出し風で舞い上げられるようになった。 

砂漠には植物が必要とする栄養塩が含まれ、これが失われた養分を供給するのだという。ア

マゾンの生態系は、はるか離れたサハラ砂漠に負うところが大きかったのだ。また、太陽光

を遮って気温を下げる効果があり、強いアルカリ性を帯びるため空中で酸性雨を中和する

働きがある。 

土壌からの蒸発によって地中から塩分、鉄、アルミが押し上げられ、酸化して赤味を帯びた

土になる。熱帯に多い「紅土」といわれるラテライト土壌だ。 

アフリカは自然環境や天然資源にもっとも依存してきた大陸である。過酷な気候のもとで

自然の資源に頼ってきた人々は、まさに「持続性」を維持するさまざまな知恵を継承してき

た。だが、奴隷貿易や植民地化の外圧でそれも崩され、近年はグローバル化の大波に翻弄さ

れて、資源の草刈場と化した。こうした資源ブームは、アフリカの大半を占める貧困層にと



っては無縁のものだった。先進地域の「経済危機」は、発展途上国では「人道危機」に変わ

る。 

水不足解消のために井戸が掘られると、家畜に飲ませる水を求めて苦労している遊牧民や

移牧民が、その周辺に家畜の大群とともに住み着いて砂漠が広がる。ニジェールやマリでは、

井戸を中心にできた円形の砂漠が人工衛星でも確認できる。 

日本政府がマラリア防除の決め手としてアフリカ各国に援助した蚊帳の一部で、政府が住

民に安い価格で売ったものを漁民が魚網として使用する。目が細かいため小さな稚魚まで

も一網打尽にするので、漁業資源の枯渇が心配される。 

「よき環境にはよき統治を」アフリカも、政治腐敗、経済的混乱、貧富の差の拡大などの解

決と同様に、環境対策でもガバナンスがもっとも必要だ。環境保護はそれを支える広い裾野

があってはじめて機能する。それは政府が環境を管理する能力や仕組みを向上させること

であり、ガバナンスに関与する国際機関、地方自治体、市民団体、市民、若者、女性、先住

民、企業などの主体がどう環境に関わっていくかである。 

アフリカに「何ができるか」と問う前に「何をすべきでないか」をまず考えるべきだと思う。

その後で、目下もっとも必要な援助がどうしたらもっとも必要とする人に届くか、を考えな

ければならない。 

なぜ自分が疑問を抱いているかを考えるために立ち止まってはいけない。大事なことは疑

問を持つことを止めないことだ。関心はそれ自体で存在意義がある。 

 

2009 年 12 月 27 日 「海の色が語る地球環境」 功刀正行 PHP 新書 

珊瑚はイソギンチャクの仲間の動物です。花びらのように見えるポリプと呼ばれる小さな

個体が集まった動物。珊瑚は、夜半ポリプから触手を出し、おもに漂っている動物プランク

トンなどを捕っているほか、共生している褐虫藻から栄養をもらって暮らしています。褐虫

藻は珊瑚が出す光合成に必要な炭酸ガスや必須栄養素である窒素・リンなどをもらうとと

もに生活の場を提供されています。 

植物は光合成をするために必要なクロロフィルを持っています。クロロフィルが可視光中

の赤い波長領域と青い波長領域を光合成に使うために吸収しているから緑に見える。 

珊瑚は海水中のカルシウムと炭酸から、炭酸カルシウムの骨格を作る。炭酸カルシウムの殻

を作る円石藻という植物プランクトンが世界中の海に生息しています。ベーリング海では

通常冬期に湧昇流という海底から栄養をたくさん含んだ海水が表面に上がり、海洋表層に

栄養を供給しています。やがて、海水温が上昇し、日差しも強くなる春先になると比較的大

型の植物プランクトンである珪藻がたくさん発生します。 

冬季になると表層は冷たい大気にさらされ温度が低くなります。温度が低くなった海水は

重たくなりますから沈んでいきます。かわりに底から栄養をたくさん含んだ海水が上昇し

てきます。表層が暖かいとこの沈み込みが発生せず、栄養を含んだ湧昇流は表層にまで上昇

しないために、表層は栄養が不足してしまいます。 



オニヒトデは珊瑚を溶かし、すさましい勢いで珊瑚を食べつくしてしまいます。珊瑚と共生

している蟹などの天敵がオニヒトデを攻撃し、珊瑚を守っています。 

赤い色は水中を約 7m 進むと 1%にまで減衰してしまいます。オレンジ、黄色と波長が短く

なるにつれ、水による吸収は少なくなり、青色は 200m で 1%に減衰します。海水中に浮遊

している微粒子により光が返ってきます。深いところから返ってくるほど青味がかってい

る。 

黒潮は日本列島の南岸沿いを北上する暖流であり、その幅は約 200km、流速は平均 1.7m/s

です。深さは 1000m 以上。高温であり、南から北へ膨大な熱を運んでいます。かつ塩分濃

度も高く、沿岸の海水と比べて目にもはっきり違い、濃い藍色に見えます。 

ロシアのシベリアにあるバイカル湖は世界で最も透明度の高い湖。世界の陸上の淡水の実

に 20%がこの湖にある。 

北極のほとんどは海でその上を氷が覆っています。この氷が溶けるとその下には澄んだ海

水が顔を出します。澄んだ海水は光を反射しないので、黒っぽく見えます。 

河川、湖沼や海に流入した有機物は微生物によって分解されますが、その際に酸素が消費さ

れ、炭酸ガスと水になります。有機物の量が多いと、水中の酸素が次第に減少し、やがて酸

素濃度が非常に少ない貧酸素状態となります。 

川の上流に豊かな森林があり、あまり汚染の進んでいない川の河口では、川からミネラル豊

富な淡水が供給されますので植物プランクトンが発生します。こうした場所では珪藻とい

う種類の植物プランクトンが多く発生します。この珪藻は茶色を帯びた緑色をしています。

珪藻は動物プランクトンのいい餌となりますので、動物プランクトンも増え、それを餌とす

る小魚も集まってきます。したがって森の恵みを受けた河口域は、美味しい魚介類の捕れる

漁場となります。一方、流域に多くの人が住み、生活用水や工業排水が適切に処理されず、

川に流入するような河川では、川に流れ込んだ大量の有機物が川底にたくさんたまります。

たまった有機物はやがて微生物によって分解され、酸素が消費されます。底にたまったヘド

ロから栄養素や化学物質が溶け出し、条件が合うとある種の植物プランクトンが異常な発

生をします。これが赤潮といわれる現象です。 

現在の 87%の下水処理場での処理は活性汚泥法のみです。この方法では有機物は処理でき

ますが、窒素やリンなどは処理できません。 

エーゲ海や地中海の海の透明度が高いのは、海水の栄養が少なく、植物プランクトンや動物

プランクトンが少ないためです。豊かな森は豊かな土壌を生成し、降った雨をその豊かな土

壌に吸収し、一部を地中に送り、一部をゆっくりと地表に送り出します。豊かな土壌からし

みだす水にはたくさんのミネラルが含まれています。ミネラルをたくさん含んだ水はやが

て川となり、そして海に注がれます。ミネラルなどの栄養を豊富に含んだ水は、海の植物プ

ランクトンを、動物プランクトンを、貝を、魚を育てます。 

河川の途中で生息する生き物は、川の下流に流れた栄養をまた上流に持ち上げる大事な循

環の一部を担っています。川の昆虫や小魚を食べる鳥や動物も、川に流れた栄養を、山や森



林に戻す役割を担っているのです。近年、河川には様々な目的でダムが建設され、こうした

循環ルートが寸断されてしまい、大事な物資の循環が滞ることになってしまっています。河

川自身もコンクリートの護岸や川底までコンクリートが敷き詰められ、住みにくい、あるい

は生き物が住めない環境になってしまいました。 

水は熱容量が大きく、熱しにくく、冷めにくい性質を持っています。したがって、陸がすぐ

に冷えたり、暑くなったりするのに比べて、海は暖めにくく冷めにくくなります。つまり、

海水は気候変動を和らげる緩衝材の働きをしています。 

暖かい海流は大量の水蒸気として水分を蒸発させ、塩分が濃くなります。塩分が濃い海水は

重くなります。また、暖かかった海水もやがて熱を奪われ、次第に冷たくなります。冷たく

なった海水も重くなります。こうして高塩分で冷たい海水は重くなり、沈みこみます。 

限られた地球内の資源のみを使って、限られた地球空間内で、自らの廃棄物を処理し、再使

用し、何物も失わず、これだけ多様な地球圏を築いてきたシステムにはただただ驚嘆するの

みです。しかし、一旦この壮大なシステムを損なったら、その回復は全く不可能であろうと

しか考えられません。 

 

2009 年 9 月 「ハイブリッドカーは本当にエコなのか」 両角岳彦 宝島社新書  

電池の 1 つのセルの陽極と陰極の間の電圧はそれぞれの化学的性質で決まってくる。ニッ

ケル水素電池は約 1.2V。単 1～4 小型汎用電池では既存のマンガン系やアルカリ系電池と

同じ端子電圧 1.5V。トヨタは初代プリウスで 288V（240 セル直列） 

電気事業法では直流 300V を超えると屋内配線や充電装置、取扱う担当者などに対して法規

が求める内容が厳しくなる。2 代目プリウスではセル数 168 個、201.6V にした電池から出

る電圧を最大 500V まで引き上げ、モータ最大出力を 33kw から 50kw まで引き上げた。リ

チウムイオン電池は細かな充放電に向いている。ニッケル水素電池は「フル充電～たっぷり

使って～再充電」に向いている。 

ハイブリッドに使われるモータの磁石は希土類磁石（レアアース・マグネット）、その代表

的なものがネオジムと鉄、ボロンを混合させた「ネオジム磁石」。このネオジム磁石は温度

が上がると磁力が弱まるので別の希土類が加えられる。現状はモータを分解しても、回転子

から磁石を分離することはほとんど不可能。 

電池の総重量は 100kg。 

1990 年のガソリン需要は 4600 万 klit。ここ数年 6000 万 klit。 

軽油年間需要は 1990 年 4000 万 klit。2008 年は 3400 万 klit。 

化学電池は液体燃料に比べて格段に大きな容積と重量になってしまう。そこに物質の成り

立ちを超えた劇的な飛躍は起こらない。急速充電を使うと全容量の 50～80%容量を 15～30

分で充電することができる。 

 

2009 年 09 月 「自然はそんなにやわじゃない」 花里孝幸 新潮社   



植物プランクトンは、水中にある様々な無機物質を材料に、太陽エネルギーを用いた光合成

により自らの体（有機物）を作り出している。ところが多くの湖の植物プランクトンは、窒

素とリンが不足して増えられない状況にある。そこに人間が排水として、湖に窒素やリンを

大量に流し込んだため、植物プランクトンは盛んに増殖したというわけだ。すなわち、人間

が窒素とリンという、いわば植物プランクトンの栄養を与えてしまったのが水質汚濁問題

を起こした原因なのである。 

人間は社会を作り、その中で複雑な経済システムを構築してきた。そのシステムは、人口増

加を伴う経済活動の拡大によって支えられてきた。今後は、そのシステムを、人口が減少す

ることを前提としたものに変えていかなければならない。 

 

2009 年 09 月 「“環境問題のウソ”のウソ」 山本弘 楽工社   

2004 年ペットボトル生産量＝513,712ton 

市町村回収量＝238,469ton 回収費用＝600 億円 250 円/kg 

ペットボトル重量＝50.8g/Lit／1999 年 46.1g/Lit／2003 年  

1Lit ノペットボトル回収費用＝250 円/kgｘ0.0461kg/ボトル=11.5 円/ボトル 

収集部門では人件費 

350mLit の炭酸飲料用容器の重量は： 

アルミ缶 15.9g ペットボトル 29.6g スチール缶 49.4g  ガラス瓶 208.8g 

ペットボトルの 41%を閉める茶系飲料がペットボトルのごみを増やしている主な原因。 

大気中の CO2 が増えると、海に溶け込む CO2 も増え、海水の pＨが低下。海水が酸性化す

る。 

 

2009 年 06 月 「3 年後に生き残る車」 舘内端   宝島社新書  

2012 年に自動車メーカーの全販売台数の平均値として 1km 走ったときの CO2 排出量が

120kg 以下（19.3km/Lit 以上）という激しい CO2 排出規制がヨーロッパで実施される。 

先進国では、全 CO2 排出量のおよそ 20%近くを自動車が排出します。 

全石油消費量の 40%が自動車による消費（アメリカでは 70%。世界の消費量の 17%） 

エンジン自動車から EV に変わるとパーツの量が約 1/3 になる。エンジンを含めるとモータ

ーのパーツの数は数千分の 1 になる。これだけ協力メーカーが減る。 

ハイブリッド車は平均して CO2 排出量がガソリン車の 1/2。ディーゼル車の約 56%。 

三菱自動車の試算では、EV はガソリン車に比べて CO2 排出量が 1/3．燃料代 1/9。 

自動車メーカーの生産設備と人員の半分はエンジンとトランスミッションの生産と開発に

割かれている。 

シリーズ･パラレル式：エンジンがタイヤを駆動する一方で電池に充電しモーターに電気を

まわし、モーターでもタイヤを回す。（プリウス） 

パラレル型：エンジンはタイヤを駆動するだけ。電池は制動エネルギーを使った回生ブレー



キで充電される。 

シリーズ型：タイヤを駆動せずに電池を充電するだけのもの。エンジン→発電機→電池→モ

ータ→タイヤ 

iMiEV：160km／1 充電、充電時間 14h（100V、15A、4 分／km）、100wh／km 

R1e：9.2kwh、80km／1 充電、充電時間 8h 

プリウス：1.5Lit のエンジン最高出力 76 馬力、モータ 68 馬力（システム 110 馬力） 

新型プリウス：電池 1.31kwh（ニッケル水素／電力の 60%で使用：0.786kwh）現行プリウ

スの交換用電池はおよそ 12 万円 

プラグイン・ハイブリッド：電池 5.24kwh（リチウムイオン電池／電力の 90%で使用：

4.72kwh） 

 

2009 年 04 月 「森林の崩壊」 白井裕子 新潮新書  

伐倒から集材、造材までの生産性の比較（1m3 当たり）： 

 スウェーデン、フィンランド（緩斜面） 10 ユーロ（1500 円） 

 オースタリア（比較的急斜面）  12～30 ユーロ（1800～4500 円） 

 日本     7000 から 11000 円 

1 人が 1 日に生産する量（2000 年） 

 北欧諸国    30m3／人日 

 日本     3～4m3／人日 

林道密度（1ha 当たり） 

 ドイツ（比較的平坦）   118m 

 オーストリア    32m（国有林） 49m（民有林） 

 日本     16m 

素材（木）生産量 

 オーストリア    17,000,000m3／年 

 日本     15,000,000m3／年 

木を切りたくてもその山の持ち主がわからない。地積調査や土地分類調査など「国土調査」

は 2006 年で 47%しか終わっていない。 

富山の森から生産される木材は年にわずか 4～50,000m3．数億円の販売額にしかならない。

これに対して山林に投じられる公共事業の費用は二桁違う。さらに富山では 2007 年から

「水と緑の森作り税」が導入され、その税収額は 270,000,000 円にのぼる。 

補助金をもらう代わりに差し出される条件で何から何まで作業をしなければならなくなる。 

 

2009 年 04 月 「オイルマネー」 畑中美樹 講談社現代新書  

米国の原油先物市場で指標原油とされる WTI の産油量はわずか 70 万 B/D である。実際の

売買取引はその 150 倍近い。仮に 1 バレル 120 ドルで取引されたとしても、1 億バレルの



売買に必要とされる資金額は 1 日当たり 120 億ドルにすぎない。これが 1 ｹ月継続したとし

ても必要資金額は 3600 億ドル、3 ｹ月続けたとしても 1 兆 800 億ドル止まりである。2006

年末で 21 兆 6000 億ドルと推定される世界の年金基金や 18 兆 5000 億ドルとされる世界の

保険資産からすればきわめて少額である。 

IEA は 2030 年の世界の原油需要を充たすには、2005 年に 8400 万 B/D だった原油供給が

26%増の 1 億 600 万 B/D に増加しなければならないと予測している。 

1950 年代から 1960 年代前半にかけて、サウジアラビアやクェートでつぎつぎと巨大な油

田が発見され、UAE のアブダビ首長国なども重要な石油輸出国として注目を集めるように

なった。いまでは湾岸諸国やイラン、イラクなど中東地域の石油確認埋蔵量は世界の約 6 割、

年間産油量は 3 割以上を占めるにいたっている。 

世界の石油の約 4 分の 1 を、世界人口の 5%前後にすぎない米国民が消費している。 

世界で利用可能な重機械類の約 35%、ハイクレーンの約 25%がそれぞれ UAE のドバイ一

国で使用中。 

 

2009 年 04 月 「波に乗れにっぽんの太陽電池」桜井啓一郎 日刊工業新聞社  

太陽の総放射エネルギー   3.8x1026W 380000000000000x1012W 

地球の大気圏に到達するエネルギー 1.8x1017W      180000x1012W 

地表面に到達するエネルギー  8.5x1916W       85000x1012W 

人類が地表で採集可能なエネルギー 1.0x1015W             1000x1012W 

人類が消費するエネルギー  1.6x1013W               16x1012W 

    



 

 

2009 年 04 月 「私たちの地球は耐えられるのか？」ジェル・イェーガー 中公新書  

なぜ先進諸国は資源消費を今、減らさなければならないか？他の大陸の人々にも環境から

の取り分を公平に与え、世界の生態が破局を迎えるのを防止するためには、先進国の資源消

費量を減らさなければならない。成し遂げるには、経済の仕組みとライフスタイルを根本的

に変えることが必要だ。同時に、発展途上国における人口増加にブレーキをかけなければな

らない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

“持続可能な開発”は社会的な思考の切り替えを必要とする。つまり、社会全体とひとりひ

とりの個人が、優先順位を変えなければならないのだ。 

海表面の二酸化炭素濃度の上昇は、酸の含有量を増加させ、PH 値を下げている。 



42 万年にわたる大気中の二酸化炭素の濃度が、180 から 260ppm の差で推移していたのに

対し、最近 50 年間だけで濃度はほぼ 100ppm 近く上昇し、2000 年には 370ppm に達した。 

私たち人間も自然の一部である。だから地球から与えられるものを恒久的に利用する見込

みがつかなければ、経済と社会は機能することができない。 

人間の文明の発達とは、ますます効率的に自然資本を収奪するようになった歴史である。 

自然は、人間にはその活動のための限られた空間、いわゆる“環境空間”しか提供しない。

提供されている以上に利用すれば、自然のシステムが損なわれる。 

獲得できる物質の量ではなく、現在ある自然資本の“利子”の範囲内で生きることを学ばな

ければならない。 

富んだ国が生産スタイルと生活様式を一切変えることなく、発展途上国まで同じ道をとる

のであれば、世界は必然的に社会的な環境に起因する紛争に向かって進む。地球上のあらゆ

る人がヨーロッパの住民のように環境を消費するならば、必要な原料とエネルギーを準備

するためには、地球が３つ必要となるであろう。 

私たちの経済において、自然はあまりにも価値を持たない。その結果、エネルギーと原料の

価格は実は真の生態的コストを反映していない。 

経済的な付加価値には、製品に人間が加えた仕事だけが関係しているということである。各

製造プロセスのベースをなしている自然そのものは、この計算においては考慮されていな

いのだ。自然から入手する原料、エネルギー、水などは、私たちの経済システムにおいては

なんら付加価値がないと見なされているからである。 

もっと慎重に自然を扱うべきだという信号を製品のメーカーや消費者に与えるためには、

現在のように自然がタダであるか、あるいはあまりにも価格が安すぎるままではいけない。

つまり環境政策と持続可能性政策の目標は、環境被害をもたらした犯人に、それに応じた罰

金を支払わせる要件を作ることが必要になってくる。 

最貧国において、負債免除は貧困との戦いを利する非常に重要な手段であるだけではなく、

これらの国の天然資源に対する負荷を軽くし、地球システムの生態系の保護に貢献する。 

一番達成されなければならない目標は、自然資本を責任をもって利用し、“貧”と“富”の

あいだの溝を埋める持続的で公平な開発をしていくことである。世界の貧しい地域の自然

を“過剰利用”することなく先進国に追いつく可能性を与えるためには、特に過剰消費の中

心（北アメリカ、ヨーロッパ、日本）で資源の消費量を明らかな形で減らすことが必要であ

る。 

有給の労働と無給の労働の割合を見ると、2001 年のドイツの全体の総計は、有給労働が 560

億時間であるのに対し、無給労働は 960 億時間である。この 960 億時間の無給労働は男性

と女性に不均等に担わされている。2003 年の連邦統計局の推計によれば、男性は週当たり

22.5 時間の有給労働をしているのに対し、女性は 12 時間の有給労働を行っているにすぎな

い。これとは逆に、男性は無給労働を週当たり 19.5 時間しかこなしていないのに対し、女

性は 30 時間従事している。 



人々の充足感の向上は、政府の政策だけでなく、単なる大量生産志向から手を引き、ユーザ

ーの本当の必要性に向き合う企業によっても達成される。各国政府は永久に成長し続ける

経済などという皮相な要求と決別し、市民と協力して適切な代替価値を探し、あらゆる市民

に対して“完全雇用”と“質の高い生活”を保障するように迫られることになる。 

 

2009 年 01 月 「石油の呪縛と人類」 ソニア・シャー 集英社新書  

1990 年、米国の自動車産業は飽和状態に達していた。典型的な家庭では、運転免許証を所

持する者に対して 1 台づつ車があてがわれていたのだ。にもかかわらず、米国人は車を購

入し続けた。米国人は毎年、通勤に 5 億バレルの石油を燃やす。そのうちアイドリングに費

やされるのは 1200 万バレル。 

アルジェリア、アンゴラ、コンゴ、エクアドル、ガボン、イラン、イラク、クウェート、リ

ビア、ペルー、カタール、サウジアラビア、そしてトリニダート・トバコといった世界各国

から石油を採る行為は皮肉なことに、そこに暮らす人々の生活水準の急降下を招いた。 

開発途上国で石油が掘り当てられると石油企業が殺到する。多国籍企業との交渉に不慣れ

な官僚は不公平な契約をしばしば結ぶ。いざ石油が流れ出すと支配層へ財産がなだれ込み、

権力はさらに集約されていく。政府は大掛かりな計画に公的資金を注ぎ込むが、石油価格の

変動によって未完のプロジェクトが次々と廃棄される。これらの国々は巨額の借金を抱え

込む。この間、漁業や農業といった持続可能な産業が衰退していく。 

西アフリカで石油の枯渇が始まれば、次なる黒いゴールドラッシュが別の貧しい地域で勃

発する可能性が高い。西側諸国に埋蔵された石油のほとんどをきれいさっぱり使い果たし

た米国の石油業界には 2002 年から 22 年の間で、探査予算の大部分を途上国に費やす予定

がある。地域の奥深くまでしみ込んだ炭素は数億年間、大量の岩石で封じ込まれた静かな穴

や空洞に溜まっていた。その半分以上を、人類は一瞬で、地表を循環する風や潮へと解き放

った。 

海温の上昇がメタンハイドレートを溶かす。大量の融解は数十億トンのメタンを急速に大

気中へ解放してしまう。ハイドレート内のメタンは非常に濃縮されており、、一つの結晶は

同等の体積のメタンの 160 倍ものメタンを含んでいる。炭素を吸収する森林も、一定の気

候の条件下で育つように繊細に調整されている。広範囲にわたって崩れ去る可能性がある。

空気中の余分な CO2 を地球が処理する能力が低下し、枯れた森林が腐食し、樹木の中に閉

じ込められていた炭素が大気中に放たれれば森林は炭素の吸収装置ではなく排出装置とな

る。 

サウジアラビア国内生産量の 60%を占めるガファー油田から出る水の量が増加した。2003

年頃には 450 万バレルの石油とともに 100 万バレルの水をくみ上げるようになっていた。

油井から採掘される石油は、上層に浮いている水の下から石油を抜く。油井から膨大な水が

出るということは、石油がほぼ枯渇したことを意味する。 

太陽光や風力といった再生可能なエネルギー活用の重要性を公正に測るには、価格やエネ



ルギー分析だけでは不十分。気候変動、スモッグ、ガス燃焼、石油流出といった惨事、石油

施設周辺の人々や動物の生活と生態系の破壊、利潤追求型の石油企業や関連省庁の利益が

引き起こす汚職の代償は何らかの形で社会へ降りかかる。再生可能なエネルギーはこれほ

どの害を及ぼさないだろう。太陽光、風、シリコンやアルミニウムは地球上でほぼ公平に分

配されている。再生可能なエネルギーによって支えられた地域密着型の社会は、質素で華や

かさを欠くかもしれない。GNP がひたすら成長するわけにはいかず、エネルギーを大量に

使う複雑な産業施設には急ブレーキがかかるかもしれないためだ。ただゆっくりと成長を

遂げる社会のほうが持続可能で公正かもしれない。ソーラー・エネルギーの価格を今日の消

費者にとって利用可能な水準に下げ、化石燃料からの乗換えを引き起こすことは大企業な

らば可能だ。西側諸国が代替エネルギーの研究に多額の資金を投じれば、7 年から 10 年ほ

どで化石燃料から脱出することができる。 

メタンは CO2 よりも保温性が高いため、燃焼されずに大気中に漏れた場合、CO2 の 23 倍

の温暖化促進をする。ガスの生産、輸送、配給、使用において 3%の漏洩（1990 年代後半に

は漏洩率 2.3%）があるだけで、炭素の低濃度という石油に対する長所は打ち消されてしま

う。漏洩率が 2 倍に達すれば石炭にも負ける。 

何が起こるにせよ、100 年あるいは 200 年後に石油を使い果たしたとき、その枯渇は永遠

だ。人類は新たな原油を 1 億年も待たないだろう。 

 

2008 年 12 月 「環境税とは何か」 石弘光 岩波新書  

通常、市場の生産活動は、企業が使用する私的費用のみを考慮に入れ、いわば市場の外で発

生する費用を完全に無視する。 

われわれ一般国民は単なる被害者ではなく、また環境負荷を増大させる加害者の立場にも

なっている。大量消費・大量生産・大量廃棄のツケが今日の環境汚染に及んできている。国

民も加害者の側に回りうるということは、環境保全に責任を持ち、その費用の一部を負担せ

ねばならぬことを意味している。 

過去二十年間、日本は G7 諸国の中で最も高い経済成長を達成する一方で、数多くの大気中

の汚染や水質の有害物質の排出量を本格的に削減し、さらに他の汚染物質や産業廃棄物の

伸びを抑制した。例えばこの間、経済成長は 122%を示す一方、Sox 排出量は 82%減少、

NOx 排出量は 21%減少と、OECD 諸国の中で最高の成果であった。この組み合わせは、経

済構造の変更、エネルギー効率の向上、そして有効な環境政策を通じて実施された。このよ

うな成功は、環境政策と経済発展が相互に支えあうことができることを証明している。つま

り日本産業の競争力は全体として疎外されず、いくつかの部門においてはプラスでさえあ

った。 

CO2 削減に対する企業の自主的取組の効果に関する疑問： 

1. 企業努力によって排出量抑制できるとしても、これはあくまで生産者としての供給サイ

ドの話である。CO2 の排出を伴うような財・サービスの需要を抑えようとする発想が希



薄である。 

2. 非協力的な企業もかなりあり、自主努力に訴えるだけでは不十分。また家計や民生・運

輸部門の CO2 排出量削減も難しい。自主努力にのみ期待するというのは、政策論議と

していかにも責任逃れである。 

3. 単なる努力目標を掲げるだけでは、CO2 排出量の削減目標を達成する保障はない。目標

を達成し得ないとき、その企業に罰則を与えるなどの措置が必要。そもそも初めから地

球温暖化防止に無関心で非協力的な企業も存在するはず。このような企業が存在する限

り、企業の自主的な取組みといっても限定されたものにすぎないだろう。 

これまでの経済成長の恩恵により、生活水準は高まり、環境負荷の多い生活パターン、つま

り大量生産・大量廃棄型のライフスタイルがわれわれの日常生活に持ち込まれて、必要以上

に利便性が追求されている。 

全国的に見て道路整備が戦後格段に進んだ現在、いつまでも揮発油税などを道路特定財源

として特別扱いする必要はない。少なくともその一部を環境目的のために炭素税に転換す

ることを政策的にそろそろ考えるべき時期であろう。 

非環境目的で作られた既存税制の中で、石油関連諸税、自動車諸税を炭素税に振り替えるこ

とは最も合理的。 

輸入段階で税収の半分強は原油から、もしこれに石炭を加えると税収全体の 80%近くが、

これら二つのエネルギー源を対象として徴税できる。輸入段階での徴税はコストが最小で

最も効率的な税務執行となる。 

炭素税のメリット：1.価格メカニズムを有効に機能させ、環境汚染対策たる外部費用を内部

化することができる。2.炭素税の価格インセンティブが有効に機能すれば、CO2 排出量の

削減・抑制につながる技術革新を期待しうる。3.具体的な CO2 削減対策を各経済主体に委

ねることにより、往々にして削減費用を低く抑えることができる。4.国民一人ひとりにその

税負担を意識させ、地球温暖化問題への関心を喚起し、ライフスタイルの転換を促す。 

炭素税の問題点：1.税負担は逆進的となり、所得分配上必然的に不公平をもたらす。2.経済

成長を阻害する。3.国際競争力を低下させる。4.地球温暖化防止に有効で、かつ望ましい炭

素税の基本的な枠組み（税率や課税ベースなど）を果たして構築できるか疑問がある。5.実

施に当たり国際協調が不可欠であるが、その可能性はあるか？ 

 

2008 年 12 月 「カーボンオフセット」 国田かおる 工業調査会  

日本の NPO 団体から 1t オフセットするのにミズナラの木が 40 本必要ですといわれたこ

とがあります。その時の条件は、1 年間保護管理した際の CO2 吸収量ですと説明を受けま

した。ミズナラの苗木は 30cm のもので 200 円。1m のもので 1000 円です。これを 40 本

用意するということは、1t 当たりのオフセット金額が 8000 円から 40000 円ということに

なります。これに木を育苗するための土地や管理をしてくださる方の人件費がかかってき

ます。海外のオフセット価格と比べた場合、国内の植林は高くなる。 



 

2008 年 12 月 「石油の支配者」 浜田幸作 文春新書  

ブッシュ政権は自らの支持者を潤すためにアメリカや日本など同盟国を損なうような行為

を積み重ねてきたことになる。それどころか反米同盟を富ませる手助けもしてしまったと

言っても過言ではないだろう。 

正確なデータはないが、世界の原油市場では約半分の取引が、安価ないわゆる「反米価格」

で成り立っていると見られる。アメリカ追従路線を歩む日本などが押し付けられているバ

レル 120 ドルとか 130 ドルの「親米価格」は欧米の投機筋を儲けさせているだけであろう。

このカラクリを明らかにし、抜け穴だらけの二重価格制度を打ち破らねば、輸入原油に依存

する日本は生き残るのが難しくなる。 

世界の原油生産量はこのところ日量 8500 万バレル前後で推移している。にもかかわらず、

ニューヨークの原油先物市場における WTI 原油の先物取引量は 2007 年に一日当たり

47000 万バレル（現物の約 6 倍）を突破し、その後も増加を続けている。 

WTI 原油先物市場の時価総額は約 19 兆円。東証に上場する企業の株式時価総額が 400 兆

円であるから、マーケットの規模として捉えれば、原油先物市場はそれほど大きいものでは

ない。であるがゆえに投機マネーが 1 兆円入るだけで、このマーケットは大きく変動する

のである。SWF という政府系のファンドの規模は 300 兆円と推計される。その 1%が原油

先物市場に流れただけで、その額は 3 兆円になるわけで、原油価格の行方を大きく左右す

ることになるだろう。 

「原油枯渇説」がこれまでの投機集団の打出の小槌になってきたのではないか。これからは

その対極にある「原油無機説」にもスポットライトを当てるべきであろう。「原油枯渇説」

に振り回されてはならない。 

ロシアの資源ナショナリズムと新軍事大国主義は危険な方向を目指しているようだ。しか

るに中国も負けてはいない。またアメリカも必死で超大国の覇権を守ろうとしている。三者

三様の虚虚実実の騙しあいが続く。激突の最前線は中央アジアからアフリカへ、そしてカリ

ブ海から南米へ、はたまた北極海の海底にまで拡大しつつある。地球環境の悪化、あるいは

自然災害の急増と凶暴化も実は資源開発がもたらした副作用といえるかもしれない。 

 

2008 年 12 月 「地球環境危機報告」 石弘之 有斐閣   

過去 50 年間の農地の増加は、18 世紀と 19 世紀の 200 年分よりも大きい。このため 1950

年からの 40 年間で森林や草地の 14%が消失して、地表の 25%が農地に変わった。休耕地、

放牧地、養殖池まで含めれば 30%に達する。ダムに蓄えられる水量は 1960 年以降 4 倍にな

り、自然の流量の 3～6 倍にもなった。その水利用の 70%までが農業用水である。淡水域の

生態系破壊も激しく、湿地は 1900 年頃の半分しか残されていない。世界中の主要な河川の

半分以上が、深刻な水質汚染や水不足に見舞われている。海洋環境の悪化も急速に進んでい

る。すでにサンゴ礁の 20%が失われ、20%で破壊が進んでいる。マングローブ林の 35%が



消失し、スマトラ沖の津波被害を拡大する原因にもなった。重要な商業魚種の 4 分の 1 の

漁獲量は世界的に下がり続けている。野生生物は、自然に起こる絶滅の 1000 倍以上もの猛

スピードで絶滅している。 

中国の変わりようは想像を絶するものがある。地方都市にまで朝夕の交通渋滞が広がり、空

はスモッグで曇る。いったいこの国はどこに向かって突っ走っているのだろうか。この隣人

と今後どう付き合っていけばよいのか、正直言って頭を抱えた。 

日本で環境問題が論じられるときには、つねに「いつか」「どこか」の話になることが多い。

少なくても、現在の私たちにはあまり関係のない将来のことであり、地球の別の場所で起き

ていることだった。だがわが国は食糧危機やエネルギーやその他の資源を大きく海外に依

存しており、地球環境の悪化や天然資源の濫用によってたちまち輸入が危なくなる。どれだ

けの人が危機感を抱いているだろうか。 

地表の 4 割は人工化している。この人工化には森林が最大の標的になるだろう。生態系維

持、気候安定、水源、木材生産、防災、リクレーションなどのためには一定以上の森林面積

は地球上には欠かせない。だが、食糧生産や居住地域の確保の前には、森林保護の声はかす

んでしまうに違いない。そうなると、あとは地球生態系崩壊への道をまっしぐらに進むしか

ない。「物質文明の世紀」「物欲至上主義の世紀」「石油に浮かぶ世紀」といわれる 20 世紀文

明からどう脱却できるのか。まずは、地球の「ここにある危機」を知って欲しい。 

国連の予想では、インドは 2030 年までには中国を抜いて世界のトップに立つ。このころに

は、世界人口の 3 人に 1 人はインド人か中国人ということになる。現在トップ 10 に入って

いるアフリカ諸国はナイジェリア一ｹ国だけなのに、2050 年には 3 ｹ国になる。日本は 10

位から 16 位に、ロシアは 7 位から 17 位に大きくランクを下げる。 

自然災害被害が急拡大しているのは、地震や台風や干ばつの発生件数が増えたためではな

い。発生件数が変わらないままに、一件当たりの被害が依然とは桁違いに大きくなっている

のだ。人口増加で、災害が起こりやすいとわかっている海岸の高潮地帯や低湿地、雨量の少

ない乾燥地などの土地に住まねばならない人が増えている。しかも森林破壊や乱開発によ

って以前と同じ規模の豪雨や地震に襲われても影響を及ぼす範囲が広くなっている。 

世界資源研究所（WRI）などの調査では、マングローブ林の消失は 1975 年以後タイで 87%、

インドで 85%、世界最大のマングローブ保有国インドネシアでも 45%に及んでいる。 

フィリピンは第二次大戦後もっとも森林を失った国のひとつである。FAO の調査で、1981

年には国土の 41%が森林だったのが、2000 年の最新の調査では 19%に半減した。 

平均すると、日本では、世界でおきるマグニチュード 6 以上の地震の 10%が発生している。

1994 年以降に限れば 21%が発生していることになる。地球の陸地面積の 0.1%の日本列島

にこれだけ集中しているのは異常であり、日本人はこうした危険と隣り合わせで生きてい

る。 

国連が 2005 年に公表した「ミレニアム生態系アセスメント」報告書は、地球環境の現状と

将来を予測したものだ。それによると、地表の 3 割は人間が生きていくために農地、都市、



道路、工場、鉱山などによって人工化された。10000 年前には南極を除く地表の 7 割が森林

だったのが、現在では約 3 割を覆っているにすぎない。 

さまざまな天然資源の悪化が指摘されているが、そのなかで魚類がもっとも深刻な危機に

ある。水産物は典型的な「再生可能資源」であり、上手に管理すれば永久に資源が利用でき

るはずである。それが再生資源が根こそぎにされるまでに追い詰められてしまったのだ。 

世界のマグロ総漁獲量の 4 分の 1 近くが日本人の胃袋に納まる。1960 年代には 2000 隻の

マグロ漁船が登録されていた。だが、援用マグロ漁船は、漁船員の不足もあって倒産が相次

ぎ、約 500 隻に減った。廃船になった高性能の日本マグロ漁船は、中国、韓国、ロシアなど

から引く手あまただ。それが日本のマグロ漁をいっそう追い詰める。日本の水産物輸入は 1

兆 5000 億円、世界の 2 割を占める。漁船の高性能化、魚網の進歩、GPS などの位置情報

機器や魚群探知装置、さらに飛行機まで動員して根こそぎ漁が獲られるようになり、資源の

枯渇が加速度的に進んでいる。世界中の海洋で、過去 50 年間に大型捕食性魚類は、個体数

が 90%以上も激減したと推定されており、食物連鎖の高位にいる大型魚類の激減が海洋の

生態系にどんな深刻な影響を与えているのかは、ほとんどわかっていない。世界の全漁獲量

の 3 割は 10 の魚種で占められているが、そのうち 7 種までが深刻な乱獲状態にある。世界

の一人当たり魚の消費量は、1950 年の 7.4 キロから 2005 年には 15.0 キロと、ほぼ二倍に

伸びた。日本人ひとりが一年間に食べる魚介類は 67 キロで、アイスランドの 91 キロにつ

いで、世界の二番目だ。日本の魚介類・水産加工品の輸入総額は世界の輸入総額の 18%。世

界の漁獲量の半分近くを占めている零細漁民は、大型漁船や新技術との競争に敗れて、生活

のために無理な漁獲に活路を見出している。網に入っても、売り物にならない魚は海洋に投

棄される。この漁獲量はさまざまな推定があるが、FAO は世界の漁獲量の約 3 割に相当す

ると報告している。漁業によって海で殺される海洋生物の総量は 2 億トン、つまり総漁獲

量の 2 倍に達するという推定もある。私たちが食べる一尾の魚の陰には、膨大なムダが潜

んでいるのだ。とくに一網打尽で捕獲するトロール漁では、網に入った魚の 6～7 割が捨て

られている。日本の年間のウナギの消費量は約 13 万トンで世界の 7 割を独占している。国

産は 40 年前の 15%しかなく、10 万トン以上を中国などからの輸入でまかなっている。輸

入の 3 分の 2 を占める中国産は、ヨーロッパから輸入した稚魚を養殖したものだ。そのヨ

ーロッパ産の稚魚の漁獲量は 30 年前の 1%ほどに減少している。養殖は資源を増やすこと

ではなく、たとえばサバを餌にしてハマチを育てるといったように、魚種を安価なものから

高級魚に変えるだけである。エビ養殖で与える餌の雑魚の総量は、収穫したエビの体重の 3

倍にもなる。しかもエビは体重の 17%しか可食部分がない。日本では大衆化したが、世界

的に見ればぜいたくな食べ物である。 

世界で約 16 億人が太りすぎの状態にある。肥満人口が飢餓人口を 2 倍近くも上回ったの

だ。 

平均して毎年 1.3%の耕地が失われている。この消失を埋め合わせているのは、森林の開墾

である。世界で消失する森林の 6 割は耕地の拡大が原因である。有機物を多量に含み、農業



を支えている土壌はきわめて薄いフィルム状に大地を覆い、その厚さは平均して 18cm ほ

どである。ここですべての穀物、野菜、植物油脂、果物、飼料、植物繊維、樹木など有用植

物の生産が行われている。表土は動植物の残骸、肥料などの有機物が堆積し、土壌中の生物

群の複雑で精緻な働きで少しづつつくられていく。通常、温帯地方の自然状態では、1cm の

表土ができるのに 100 年から 400 年はかかるといわれる。理想的に管理された温帯地方の

畑でも 20 年は必要だ。侵食で表土を失うと、回復にはきわめて時間がかかる。これまで生

産性が向上し、総生産量は右肩上がりだったために、温暖化の影響による減収はあまり目立

たなかった。しかし、近年の頭打ち傾向の中で、昇温の悪影響が顕在化してきた。温度が 1･

c 上昇するごとに、穀物生産量は 2～3%減少するという。日本の総フードマイレージは 2001

年時点で約 9000 億トン・キロメートルと世界最大だ。隣国の韓国の 2.8 倍、米国の 3 倍。

現代の日本人は歴史上のどの時代、どの国の王侯貴族よりもぜいたくな食事をしている。き

わどいところまできた世界の食糧事情の今後は、穀物生産の 1､3 位を占める中国とインド

の生産量と消費量にかかっているといっても過言ではない。自動車は人間よりも大食だ。

SUV の 25 ガロン(約 98Lit)入り燃料タンクをエタノールだけで満たすとしたら、一人が一

年間に食べるトウモロコシが必要だ。二週間ごとに満タンにすれば、1 年間に 26 人分の食

べる量に匹敵する。世界の穀物輸出の 3 分の 1 は米国がこれを握り、これに EU とオース

トラリアを加えると 6 割を占める。米国で年間にエタノールに回されるトウモロコシだけ

で、世界の一億人が食べるのに十分な量だ。 

灌漑用水は全水消費の 3 分の 2 を占めている。地下水の供給量と使用量の収支は毎年 1600

億トンもの赤字。帯水層に依存している農地は、米国の灌漑面積の 27%に相当する。ここ

で、全米の小麦と綿花の約 20%、トウモロコシの 15%、肉牛の 18%が生産され、米国農業

を支えてきた。中国の一人当たり水資源量はわずか 2200m3 で、世界平均の 4 分の 1 にす

ぎない。世界の陸地の年平均降水量は約 950mm なのに対し、日本の年間降水量はその倍の

1700mm もあるが、人口で割った一人当たりの水資源にすると世界平均の 4 分の 1 しかな

い。1970 年に建設されたアスワンハイダムによって、これまで洪水が運んできた有機物を

多量に含む氾濫原で、肥料もいらず耕作してきたのが、洪水の制御とともに有機物が行き渡

らなくなった。同時に海水に流れ込む有機物が減少し、地中海のプランクトンの発生が減っ

てナイル河口周辺の漁業は壊滅的打撃を被った。 

世界自然保護基金（WWF）などの推計では、農耕が本格化する以前の 8000 年前には、80

億 8000 万ヘクタール、地表の 62%を森林が覆っていたとみられる。しかし、国連食糧農業

機関（FAO）の調査では、現在森林は地表の 30%を覆っているにすぎない。森林面積が乏

しい国々では、燃料材などの重要な資源が枯渇して、水資源保全、汚染物質の浄化、生物多

様性の保護など森林の環境的機能も果たせなくなっている。森林稀少国は「環境を破壊せず

に生存および開発を維持することが困難な森林面積しか保有しない国」と定義された。具体

的には、一人当たりの森林面積が 0.1ha 以下の国を森林稀少国と定義した。2005 年の森林

統計では、森林稀少国は世界で 57 ｹ国あり、そこに 20 億以上の人々が住んでいる。1990 年



には 40 ｹ国だった。中国でも燃料不足に対処するために、政府は植林を進めるとともに石

炭やメタンガスの普及や燃料効率のよいかまどを推奨してきた。この結果、中国の森林面積

は増えているが、人口増を反映して一人当たりでは減り続け、一人当たりの森林面積は

0.1ha しかない森林稀少国である。このような事実は、もしも森林の消失が止まったとして

も、一人当たりの森林面積は人口増加に伴って縮小しつづけることを意味する。一人当たり

の森林面積が減るということは、森林の供給する資源が乏しくなり、とくに貧しい国では水

や燃料の不足などで住民の生活を直撃することにもなる。 

黄砂は日本に細かな粉末状の砂塵として到着する。東アジア各地に年 2～3億トンにも上る。 

北京に降り注ぐ砂塵は年間約 100 万トン。1990 年前後に、山間部の貧困地帯から 13000 人

の農民を砂漠周辺の半乾燥地帯に入植させたところ、入植地はわずか半年たらずで砂漠化

してしまった。砂漠は北京の北約 70km にまで迫って、年に 2～3km の速度で南下してい

る。20 年余で北京に達する計算だ。都市近郊では植林が進んでも、農村部では森林の乱伐

が止まない。全国 3 億 9000 万 ha の草原のうち、9 割以上で過放牧による土壌の荒廃が進

んでいる。内蒙古草原では、牧草の平均の背丈が 1970 年代の 70cm から現在は 25cm まで

低くなった。過剰な放牧が原因だ。モンゴルで進む砂漠化の原因が日本のカシミヤ・ブーム

にもある。高級品だったカシミヤセータは量販店が扱うほど大衆化し、輸入統計によると、

近年は前年比で 30～60%も輸入が増えるほど人気が高い。ヤギの外側の太くて硬い毛の中

に、わずかに生える産毛がカシミヤの原料になる。春になって産毛が抜ける時期に櫛ですい

て集める。一頭から取れるカシミヤ原毛は 200g７ほど。カシミヤセータを作るのに 4～7

頭、コートともなれば 30 頭分が必要だ。社会主義時代には国家が放牧頭数を管理していた

が」、1992 年の市場経済化で放牧は野放し状態となり草原の生態系が大きく崩れることに

なった。モンゴル農牧産業省によれば、家畜頭数はすでにモンゴル国土全体の草地面積に対

して過剰になり、地域によっては草地面積の許容頭数に対して 2 倍以上もの家畜が放牧さ

れているという。自然環境省には、国内の草原の 70%が砂漠化の影響を受けているとして

「草原の砂漠化を防ぐために、植物の新芽を好んで食べるカシミヤヤギの飼育頭数を半減

させる必要がある」との見解を明らかにしている。だが財政状態が悪化しているモンゴルに

とってカシミヤは重要な外貨獲得源であり、なかなか規制は進まない。もともと植生や土壌

が脆弱なため、表土が失われると、たとえ降雨があったとしても植物が育たない。陸地面積

に占める乾燥地の割合は、1977 年の 31%から近年は 41%に増加した。 

CO2 は 1.5w/m2 の加熱効果があるとされる。黄砂などの粒子が地球全体で年平均 0.3w の

冷却効果があるとされる。アルカリ性物質であるため、大気中で酸性雨の原因になる車の排

気ガスや火山ガスを中和する働きもある。北米で流行している西ナイル熱といった伝染性

の高いアフリカ特有のウィルスも砂塵とともに飛来した。農薬も一緒に飛来する。砂塵には

鉄分が含まれ、砂塵の飛来量が多かった直後には赤潮が発生する。カリブ海の大量のサンゴ

の死も、海水温の上昇とともに砂塵が運んできた病原性のカビの疑いもある。砂塵は砂丘の

ように移動する部分は別にして、砂の表面は塩類や金属分や有機物が固まってできた薄い



皮膜が、パンの皮のように覆って砂の移動を抑えている。多くの４DW が砂漠を走り回るよ

うになったために、その重量で皮膜が破れて砂が動き出し風で舞い上げられるようになっ

た。 

特に 20 世紀半ば以降、過去のどの時代よりも絶滅の速度が加速している。「生物多様性」の

概念を打ち出したハーバード大学のエドワード・ウィルソン教授は「人類が引き起こした生

物圏の破壊によって、今後100年間の間に地球上の生物種の半数が絶滅するのではないか」

と警告するほどだ。原因は地球の異変ではなく、地球が生み落とした人類と言う一種類の動

物の異常な増殖と繁栄によって、次々と野生生物が絶滅やその寸前に追いやられているの

だ。その絶滅は巨大化する人類の活動を映す鏡であり、生物の生存環境がここまで悪化した

ことは、同じ生物である人類への警告でもある。1994 年のルワンダ内戦に端を発して周辺

400 万人を越える死者が出た「アフリカ世界大戦」で、8000 人もの難民がゴリラの住む森

林に入り込んだ。彼らは生きていくために年間 3000 万ドルの規模と環境保護団体が推定し

ている木炭を製造し、それを取り締まるレンジャーとの間で熾烈な「戦争」が続いている。

1994 年以来 120 人ものレンジャーが殺された。今回は海外の自然保護団体からの支援で取

り締まりを強化した報復として、ゴリラを殺害したとみられる。1970 年代後半以降、アフ

リカ各地で内戦や軍事クーデターが激化するとともに、米ソの援助で大量の火器が流れ込

んで、各地で密漁が組織化され大規模化した。アフリカ象は 1980 年代の 10 年間だけでも

約 132 万頭から約 62 万頭へと半減した。最新のデータでは約 48 万頭と推定される。八亜

種にいるトラはすでに三亜種が絶滅し、残された五亜種の合計は 5000 頭を割り込んだ。今

では動物園やサーカスで飼われている頭数のほうが、野生にいるよりも多くなってしまっ

た。 

スマトラ島の場合、かつて島全体を覆っていた熱帯林が近年急激に失われ、世界銀行の調査

によると、1932 年の森林面積を 100 とすると、80 年に 70 になり 2005 年に 20 まで減っ

た。渡り鳥の越冬地では森林破壊が進行している。北米温帯区で繁殖して中南米の新熱帯区

で越冬する渡り鳥約 300 種も急減している。各国の研究者から報告される両生類の現状は

ショッキングなものだった。世界各地で同時多発的にカエルやサンショウウオなどの両生

類の絶滅や急減、奇形の多発の報告が相次いだ。国際自然保護組織のコンサーベーション・

インターナショナルによると、調査の対象となった 5700 種の両生類のうち、3 分の 1 が絶

滅の危機にあり 168 種がすでに絶滅したという。とくに南北米大陸、オーストラリアなど

で深刻だ。1996 年発行の RDB の初版には両生類の絶滅危惧種は 124 種しかリストに載っ

ていなかったが、2006 年には 1811 種にもなり、この 10 年間で 15 倍近くに増え、危機的

状況が最近になって急激に広がってきたことがわかる。カエルにつづいてサンショウウオ

など他の両生類の絶滅も各地で報告され始めた。同時多発的に影響が広がった原因は、感染

症がもっとも疑われる。なかでも、ツボカビ症が最大の容疑者となった。パナマ西部のフォ

ルトゥナ生物保護区で多数見つかったカエルやオーストラリアのカエルの死骸の皮膚はこ

のカビで被われていた。これがカエルの皮膚呼吸を阻害して、窒息死させたと見られる。 



子どもの頃、こんな遊びをしたことがある。将棋盤の上に駒を山になるように積み上げて、

交互に駒をひとつづつ抜いていき、山を崩したら負け。いつ山が崩れるのかハラハラしなが

ら遊んだものだ。一種、また一種と地球上から生き物が「抜かれて」いる。もしかしたら私

たちは地球を相手に同じゲームをしているのだろうか。 

1970 年代から普及してきた難燃剤 PBDE は、DDT、PCB、ダイオキシンに次ぐ第四の「地

球汚染物質」の地位を固めた。気がついたときには、地球のすみずみまで汚染し、先進地域

ではほとんどすべての人の血液や尿の母乳から検出されるまでに広がった。全世界におけ

る化学肥料の使用量は過去 25 年で 10 倍以上増加し、1 億 5000 万トンにものぼり、この急

増と並行して世界中で酸欠海域が増えた。しかも世界の沿岸湿地帯は過去 100 年間でその

半分が都市開発や農地造成で失われたほど急減しており、水中の窒素を濾過する浄化能力

が衰えていることも酸欠海域拡大の原因だ。人間の海洋への圧力はとどまるところがない。

東南アジアのおよそ 9 割のサンゴ礁とマングローブ林が養殖場や伐採などで脅かされてい

る。西アフリカでも湿地帯の半分が都市の農地拡大で消失した。あと 40 年ほどで人類が 90

億人になったとき、海はどうなっているか。 

いつまで化学物質の作り放題、使い放題を放っておくのか。それは私たち末端の消費者の一

人一人に投げられている緊急課題であろう。ハイテク工場によって広範囲な地下水の科学

汚染を引き起こした米カリフォルニア州のシリコンバレーでは住民が自衛に立ち上がり。

環境汚染や工場の排出物を監視し、違反した工場を次々に操業停止に追い込んでいる。オゾ

ン層を破壊するフロンガスの大幅規制を実現したのは、ヘアースプレイの使用を拒否した

住民パワーであった。世界で第二位の化学工業国、日本もそろそろ世界に貢献することを考

える時期が来ているのだろう。日本より経済力が小さく、化学物質の消費も少ない国々がそ

の情報収集や安全性の試験に莫大な予算を投じている。日本はそうした努力にただ乗りし

てきた、とする国際批判も聞こえ始めた。カーソン女史は「沈黙の春」の結びでこう語って

いる。「現代人はやたらに毒物をふりまき、本質的なものを見失ってしまった。やたらと棍

棒を振り回した洞窟時代の人に比べて何が進歩したのだろうか。 

私たちの多くは、米国型の高度消費社会を漠然とした理想にしてきたのではないか。家電製

品や電子機器に取り囲まれ、広い芝生つきの家に住んで、夏は涼しく冬は暖かく、自動車で

移動する生活だ。「過去 50 年間に米国一カ国が消費した資源エネルギーは、全人類がその

発祥以来使った総計よりも大きい」というほど、莫大な消費の上に築きあげられた生活様式

である。 

 

2008 年 10 月 「本質を見抜く力」 養老孟司、竹村公太郎 PHP 新書  

巨大油田の発見のピ－クは 1960 年。産出量のピークは約 50 年あとになる。つまりいまが

世界全体の石油産出量のピークとなる。 

私は国際競争力をつけるというスローガンは必要ないと思います。どうしてまだ膨張する

必要がありますか。「縮小しよう」と言うと元気がでなくなるのか、まったく一般受けしま



せんけれども。なぜ日本の女性は子どもを生まなくなったのか。私は、女性たちに、「いま

結婚して子どもを作るのは危ない」という直感があるのではないかと考えています。資源が

制約され、気候が激変していく世の中です。自分の頭の中で整理ができていなくても、「子

どもを産んで、その子が幸せになるかどうか分からない」と、生物的な直感を感じているの

ではないか。 

世界がドルをユーロに置き換える準備をしているように見えないこともありません。いま

やドルは紙くずです。おそらく、世界中にアメリカ国内の二倍分くらいのドルが回っている

のではないですか。日本が将来を見据えて根本的に政策を見直すのなら、まず一切のドル依

存をやめるべきです。国債の代金はそのままくれてやればいい。アメリカ国債を燃やしても

アメリカは怒りません。返さないでいいのだから。もし売ろうとしたときには大変なことに

なるんです。たちまちドルが下がってしまうからアメリカが許すはずがありません。日本の

国と地方の借金が七百兆円と言っていますが、日本は外国に借金してインフラを整備した

わけではありません。国内の借金ですから、いざとなれば徳政令を出せば済むのです。 

日本には資源が何もなかったから列強の餌食にならずに済んだ。 

最近ヒマラヤの氷河がどんどん溶け出しています。中国の揚子江と黄河の水源はヒマラヤ

にありますが、中国とインド、この二大国の水源がなくなりつつあることを意味しています。

中国にはこれ以上発展するための水は残っていない。 

米の内外価格差が七倍とか八倍とかいう農林省の試算がありますが、これは過大な推定で、

実際は二倍しか差がありません。日本はこの三十年間にわたって減反してきました。もし減

反を止めていたら、今の 1.4 倍の量の生産をしているはずですから、需要曲線と供給曲線の

関係でみると、価格はいまの半分になっているのです。また農地が有効に使われるようにな

れば、米の生産費は半減できます。 

農業生産にはさほど関心がないのに、漠然と将来の転用を期待して単なる資産として農地

を持っている人たちが多すぎます。こういう人たちは地域の計画的な土地利用や水管理に

も非協力的です。農作業の効率を高めるためには、ひとかたまりのまとまった大面積を一つ

の農家に集約する必要があるのですが、実際には、大規模農家の農地でさえ、なかなかひと

まとまりにならず、あっちに一枚、こっちに一枚とモザイク状になっています。営農意欲も

営農能力もない元農家の子弟にフリーパスで農地相続を認め、さらには耕作放棄まで認め

ているわけですから、これでは地域全体の農地の有効利用の妨げになります。 

一部の片手間農家の目的は、農業収入ではなく、農地を使った「錬金術」です。 

日本の農業は諸外国の農産物流入で崩壊するのではありません。片手間農家などの地権者

のわがままと、それを容認する行政、研究者の無責任のせいで、自壊に向かっています。 

戦後民主主義の最大の失敗は市民を作れなかったこと。 

ミートホープの食肉偽装事件がありましたが、実は 40 年前にも嘘つき食品がありました。

あの時と今回を比較すると消費者の反応が違います。40 年前は、その事件をきっかけに生

協の班活動などが活発になりました。ところが今回は、消費者が単に「あいつが悪い、こい



つが悪い」と石を投げるばかりで、自分たちが生産や流通に参画するという意思がなくなっ

ています。 

JA でも農水省でも研究者でも、農業保護を声高に提唱している人は、実は片手間農家の近

視眼的利益におもねっているだけで、具体的な農業問題からは逃避しています。このような

不正直な人たちが農業の利益の代弁者のような顔をしているのは不幸です。 

どの産業でも借金苦の人はいるのに、農業従事者については「善良な弱者で守られるべき存

在である」といった誤ったイメージが刷り込まれてしまっているのかもしれません。 

大量輸送しないで、なるべく軽い、そして小さな文明を築く。 

 

2008 年 10 月 「木を植えよ」  宮脇昭  新潮社   

文明国、先進国の中で森を皆伐しなかったのは唯一日本だけです。その日本が驚異の復興を

遂げることができた理由は、「森を残した心」の中に源があるのだ。西洋文化を取り入れて

きた日本ですが、一方で森や自然を畏怖してきた心があったからこそ、あらゆる困難を乗り

切る知恵とエネルギーを得ることができたのではないでしょうか。 

現在、地球上で繁栄を謳歌している私たち人類は、三十数億年という地球上の「生命の歴史」

からみれば、最後の幕間にやっと登場したにすぎません。地球の生命の歴史を一年とするな

らば、人類の歴史は大晦日の日の除夜の鐘が鳴る直前の一分間、という話は耳にしたことが

あると思います。ヒトの祖先がアフリカで誕生してからおよそ 500 万年、現代の人間であ

るホモ・サピエンスの出現から十数万年。そして、人類が文明を築いてから一万年しか経っ

ていないのです。 

生物が生存するためには、自分や、自分の好きな者、人間であれば属する党や派閥だけが生

き残ることはできません。好きな人も、嫌いな人も、森も、草も、木も、虫も、生物社会の

システムが最低限維持できる程度に「共生」しなければ、自身も健全に生きていけません。 

植物だけが、地上で唯一の生産者であることは間違いない。 

地球のいのちのドラマは、われわれ人間が主人公です。地球で起きていることに、私たちは

無関係な観客ではいられないのです。人間が本当に他の生物より高い知識をもっているの

であれば、破滅の前に気づき、未来を健全に生き延びるために、今すぐ具体的な行動を起こ

す努力を始めなければいけません。 

われわれ日本人は、森林などどこにでもあると考えがちです。ところが地球全体でみると、

高木、亜高木、低木、草本層の多層群落を構成している森林は、海を含めた地表のわずか

10%。全陸地の 25～30%を占めているにすぎません。 

本来マツ、ヒノキ、スギなどの針葉樹は、広葉樹のシイノキ、タブノキ、カシ類や山地のブ

ナ、ミズナラなどより競争力が弱いため、花崗岩の露出した尾根筋や岩場、海岸沿いなど、

激しい立地に追いやられ、局地的に自生していました。 

1970 年代後半に、私たちが中国地方 5 県で現地植生調査した結果では、マツ林は本来の潜

在自然植生域の何と 250 倍以上に増えていました。 



生物社会では、ある種が極端に減少することも問題ですが、増えすぎることはさらに危険な

ことです。世界の人口の 7 人に 1 人が飢餓に苦しんでいることを考えてみても、人類自身

も増えすぎて危険な状態にさらされているといえます。 

 

2008 年 10 月 「シラク仏前大統領の書面回答」 日経  

アフリカが 250 億ﾄﾞﾙの投資で貧困から抜け出せるのはすでに明らかだ。米国が金融システ

ムの安定に投じる金額の十分の一にすぎない。 

 

2008 年 07 月 「擬似科学入門」 池内了  岩波新書  

＜第一種擬似科学＞占い系、擬似宗教系、念力、背後霊、オーラ、気、サイキック、ポルタ

ーガイスト、超能力 

あくまでも占いや祈りは個人のものであって、衆人の前でパフォーマンスするようになれ

ばもはや純粋な心の願いではなくなる。世間への露出が目立つ占い師は扇動化に転化する

恐れがある。 

＜第二種擬似科学＞永久機関、マイナスイオン、健康食品、アドレナリン、セロトニン、右

脳左脳、還元水、クラスター水、アルカリイオン、ホメオパシー、活性酸素、フラボノイド、

フリーラジカル、ポリフェノール、アントシアニン、ドコサヘキサエン酸（DHA）、フリー

エネルギー、波動、ゲルマニウム、磁気効果 

まず科学用語の濫用がある。言葉を通じて誤魔化すのはすべての商法に共通しているのだ

が、美辞麗句ではなく難解そうに見える科学用語が並ぶのだ。それによっていかにも本当ら

しく思わせる効果があるためだろう。手口として医学博士、大学教授、特許申請中、厚労省

認可、宮内庁御用達などの権威付けを行う。偽薬を与えても効き目がある現象を「プラシー

ボ効果」という。この効果を悪用した疑似科学が流行っている。 

誰かを犯人に仕立て上げてしまうと、自分の関与についていっさい感じなくなっているの

は現代人の特徴かもしれない。自分を安全な立場において一方的に科学批判だけをする態

度は、社会と科学の関係を危ういものにする懸念があるのではないだろうか。 

信用して「お任せ」すれば、細かなことには煩わされずに済むのが普通になっている。私た

ちには「お任せ」の体質が染み込んでしまった。 

第三種疑似科学：環境問題、電磁波公害、狂牛病、遺伝子組み換え作物、地震予知、環境ホ

ルモン 

現代科学が不得手とする複雑系の分野である。要素に分解してもわからないことをもって

「科学的根拠なし」と断定したり、要素がプラスにもマイナスにも働くことをもって「どち

らとも言えない」と不可知論に持ち込む手口。その結果として、環境問題や生態系の危機に

関して何も問題がないと居直ったり、データが不十分だとして対策を手控える方に軍杯を

上げたりしてしまうのだ。疑似科学と呼ぶ所以は、ある事象についての原因を単純化して表

現し、それですべてが分かった気にさせてしまう。つまり「思考停止」にさせるような言説



が多いためである。 

疑似科学は廃れない。そして現代人は好むと好まざるとに関わらず、科学に対して何らかの

態度表明が迫られていると言える。 

 

2008 年 7 月 「低炭素社会への誘い」  佐和隆光教授講演会 

尊敬する佐和先生の講義を立命館大学土曜講座で聴くことができた。先生の仰られること

ひとつひとつにうなずけた日であった。京都議定書以来 10 年間、日本は何もしてこなかっ

た。目標達成の見直し会議だけは 1 年間に 50 回も開かれたにもかかわらず。何かしようと

すると必ず反対する人が出てくる。時限制限付きでいいからやってみればいいのに。「今出

川通に路面電車（LRT）を走らせる」といえば並行する丸太町通りが渋滞する。「コンビニ

の夜間営業を自粛する」といえば夜間の街の安全性や経済成長を阻害する。 

この十年で日本が環境問題に対して唯一前向きな姿勢を見せたのは 2007 年 5 月の安部前

首相がいきなり「2050 年までに世界の温室効果ガスを半減する」という提唱。 

日本の人口 1 億 2700 万人は 2050 年には 9500 万人になる。これだけで 30%削減可能。 

最近のガソリン価格高騰にて道路が空いてきた。車を走りにくくする政策が必要。 

ロシアで凍土が溶けてメタンガスが発生している。このため山火事が頻発。 

ドイツは太陽光電力を 3 倍で買っている。日本はいまだに補助金行政。補助金は行政コス

トがかかりすぎる。電力会社に固定価格で買わせる方式はコストがかからない。 

電気自動車なら夜間電力利用により走行燃料費 0.7 円／km（10km/kwh）。ガソリンの 1/20． 

政府は排出権を販売すればいい。各企業はオークション方式にて排出権を買えばいい。 

世界経済が破綻状態になろうとしている。そのときの中国のしたたかさは日本の比ではな

い。中国社会には適応力がある。 

 

2008 年 07 月 「地球最後のオイルショック」 ﾃﾞｨｳｨｯﾄﾞ・ｽﾄﾛｰﾝ  新潮選書 

将来をどう読むか？これによって自分の生き方を変えなければならない。僕はこの本の著

者に同感する。近い将来大変な混乱を搔い潜らなければならない。不安はあるが、もし乗り

越えられればこの先居心地いい社会になるかもしれない。会社も含めこれからどうやって

生きていくか？とっても貴重な本と思ったので抜粋し紹介する。 

＜石油の現状＞ 

オイルショックは過去に二度あった。73 年には石油輸出機構（OPEC）が、79 年にはイラ

ンが、どちらも意図してバルブの栓を閉めたことによる。一方、ラスト・オイルショックは

「地球最後」のオイルショック。政治や経済とは無関係。世界の石油と天然ガスの生産が減

少に転じ、枯渇に向かうという単純な理由により起こる。 

ラムズフェルド国防長官は石油会社株数百万ドル取得。チェイニー副大統領は世界最大の

石油サービス会社を過去に経営。ライス大統領補佐官は過去にシェブロン社の社外取締役。

アメリカの現在の生産量は、70 年に比べて 39%減。諸外国への依存度を高めている。 



油田が老朽化し、圧力が減衰するにつれてコ

ストは増え、生産量は減少し、次の油井に移る。

こうした事態は油層にある原油のわずか 35～

40%回収した段階でおこる。 

ハバートは、石油生産の「ピーク」は累積生産

量の半ばで起きると考えた。ピーク・オイルと

は、世界の原油生産がピーク・アウトし、伸び

続ける需要に追いつかなくなる現象をさす。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 年 8 月末、ハリケーン「カトリーナ」にて世界は原油の供給がいかに不安定であるか

に気づいた。緊急対策として、OECD 加盟国は備蓄から日量 200 万バレルを放出。その半

分はアメリカの在庫から。だがアメリカが備蓄しているのは原油。そのときはガソリンやジ

ェット燃料などの精製施設が不足していた。ヨーロッパ各国は、精製品でも備蓄していたた

め、ガソリンタンカー25 隻をアメリカへ振り向けた。これによりヨーロッパのガソリン価

格は 30%上がり、ヨーロッパの消費者はアメリカ消費者の痛みの一部を負担した。アメリ

カ精製施設の 30%近くの停止で、世界のどこにも余力ないことがあきらかになった。 

2004 年 10 月「石油と金融会議」での話題はもっぱら、予想外に伸びる需要に生産が追いつ

かないということ。中国の需要はわずか 1 年で日量 150 万バレルも伸びた。石油業界はい

まやフル操業状態。ある種生産の天井に迫っている。 

＜石油埋蔵量＞ 

1980 年頃までは消費量以上の石油が毎年発見された。その後は需要が発見量をはるかに上

回っている。過去の地球の蓄積を取り崩している。現在の消費量は最低でも発見量の 3 倍。 

一部で現在の生産水準が 40 年間維持され、翌年ゼロになるような印象で語られることがあ

る。しかし実際には生産ピークはもっと前に訪れ、その後減少の一途を辿る。すべての油田

の生産量は徐々に減る。 



確認埋蔵量の数値には何の意味もない。石油が安泰だと誤った安心感を与えているのは、こ

れが大幅に伸びてきたからだ。HIS の確認・推定埋蔵量の方がずっと意味がある。そして、

これは石油の消費量が発見量を上回った 80年代はじめが決定的な転換点であったことを示

している。供給は早晩問題になる。 

 

当然ながら最初は巨大な油田を見つける。アメリカの巨大油田の多くは 30 年代と 40 年代

に見つかったもの。巨大油田は回収率が高いため、この生産が減少し始めるといま見つかっ

ている小規模な油田を足し合わせても穴埋めすることができない。技術によって減少のペ

ースを緩和することはできても、減少自体を止めることはできない。 

2000 年、北海油田の生産は過去最高を記録していたが 2005 年にはピークから 30%減少し

ていた。 

＜メタンハイドレート＞ 

2005 年 8 月、科学者グループは西シベリアの凍土が、過去 1 万 1 千年ではじめて溶け始め

たと発表した。海低メタンだけでなく永久凍土に含まれるメタンまでもが放出されようと

している。いったんメタンハイドレートが放出され始めると世界は破滅に向けた悪循環に

はまりこむ。われわれは途方もなく危険な領域に足を踏み入れている。 

＜アメリカの仕組み＞ 

石油の世紀と呼ばれた二十世紀後半、アメリカが覇権を維持できたのは石油をめぐってア

メリカに都合のよい仕組みがあったから。第一はサウジアラビアとの蜜月関係。石油が安定

的に確保できた。第二はドル建てによる石油取引。オイル・マネーが還流し、ドルの価値が

維持され、国内金利を低く抑えられた。借金をベースとする生活を組立て、消費を増やし、

これが経済成長を牽引した。 

2005 年時点でアメリカの債務総額は、39 兆ドル、国内総生産（GDP）の 3 倍、子どもから

大人まで含めて国民一人当たりでみると 13 万 5 千ドル。アメリカの放漫ぶりは際立ってい

る。（ヨーロッパも日本も身の丈超えた生活をしているが。。。）通貨暴落のお膳立ては整って

いる。ドルが暴落すれば米国経済は打撃を受け膨らみすぎた個人消費は縮小する。アメリカ

の輸入価格の上昇はインフレ圧力を高め、金利を引き上げ、景気を悪化させる。 

石油の供給の先細りが見込まれ、安い石油が手に入らなくなったいま、アメリカの仕組みは



通用しない。「アメリカの覇権」は終る。 

＜石油ピークはいつか？＞ 

石油がいつピーク迎えるかについていつ枯渇すると答えることは、これはオイル・ピークの

基本が分かっていない。最終的に生産が終わる日はどうでもいい。その段階になれば生産量

は無視できるほど少ないはずだから。 

不確実な要素は毎年減っていく。現在のさまざまな予想は過去の予想にくらべてはるかに

精度が高い。世界の油田は探査し尽された。莫大な確認埋蔵量を有し、石油業界で絶大な権

力をふるってきた OPEC 諸国が、じつは埋蔵量を大幅に水増ししている。超巨大油田で枯

渇が進んでいる。これらが具体的な証言やデータで示されている。 

2003 年から 2005 年にかけて原油価格は 2 倍になったが、これは通常からの逸脱ではなく

将来の姿である。石油生産はピークに近づきつつある。米英がイラク侵攻に踏み切った最大

の要因は世界の石油生産のピークが近いという認識から。 

ピーク・オイルが来ても地球温暖化が解決されるわけではない。2030 年に石油の生産量が

現在の半分になったとしても天然ガスと石炭の消費は増加し二酸化炭素の排出量は増加し

続けるとみられている。 

＜ピーク・オイルの認識＞ 

民主主義は失敗だといえる。政治家は問題の大きさを知らない有権者の票を取り合い、権力

を得たいという願望から国民に事実を知らせようとしない。世界の石油ピークを遅らせる

ための生活スタイル変更政策は現在の生活に打撃を与え、票が集まらなくなる。国内での必

要な政策は先送りされ、権力が欲しい政治家は嘘をつき続ける。 

問題を一挙に解決する万能の秘策はない。エネルギー消費量は今後大幅に落ちるのは確実。

しかし危機を乗り越えるための必要な技術やアイデアはすでに数多くある。必要なのはそ

れらに取り組もうとする政治家や国民の意思。ラスト・オイルショックの初期微動を感じ、

全員の関心が集中し、「ラスト・オイルショックなどない」とする否定的で不誠実な見方を

一掃し、真剣かつ一致協力する人々が大勢出てくることを期待する。 

成長を前提とする政治・金融・経済システムのなかで抜本的な改革を行なうとすれば、既得

権もつ人々の抵抗が予想される。しかしそうした人々にも、「従来通りのやり方」は、集団

自殺行為であることを認識してもらわなければならない。 

われわれはブレーキを力一杯踏んで安全な方向にハンドルを切らなければならない。にも

かかわらず石油業界の幹部、環境保護論者、政治家などがこれまで通り事実を否定し続ける

か無視し続けるならば、われわれは全速力のまま壁に激突してしまう。 

＜省エネは有効か？＞ 

二度のオイル・ショック以降、各国はエネルギー効率を高めた。GDP１単位生み出すのに

必要な石油量は減っている。しかし経済における石油の相対的な重要性が低下したわけで

はない。効率を高めた結果かえって需要を喚起し、一人当たりの石油消費量が増え脆弱性は

増している。 



結局使用する化石燃料の絶対量を減らさなければならない。国は炭素予算（１年間に排出さ

れる二酸化炭素の見込み量）を組み、絶対量管理しなければならない。炭素予算は国民、企

業、政府部門に分配されなければならない。 

＜わたしたちができること＞ 

政治指導者が適切な時期に適切な行動を取ることができないのなら、わたしたちがすべき

ことが三つある。第一に石油と天然ガスへの依存度を低くする。そのほうが打撃は小さくな

る。第二にいますぐ生活スタイルを変えてエネルギー消費量を減らす。危機が発生したとき

にあわてなくてすむ。第三に長い距離の移動を慎む。これは自動車などの交通手段だけに限

った話ではない。ラスト・オイルショックに対処するには生活のすべての設計をしなおさな

ければならない。 

燃料が使えなくなったときに自分の生活がどこまで混乱するかを考慮する。化石燃料が不

足すれば運転する必要ある距離が短いほど生活への打撃は小さくなる。ラスト・オイルショ

ックの打撃を特に受けやすい業種は旅行会社、航空会社、自動車会社。 

化石燃料への依存を減らすための投資はリスクのない年金投資になる。いまの家に住み続

けるつもりなら自宅のエネルギー効率を高め、家庭用発電装置を設置するために投資。将来

所得がどうなろうと引退後のコストを低くして安心した生活をできるようにする。 

株式市場が暴落した場合職を失いかねない。住宅ローンを返済できなければ住宅を失う。借

金はできるだけ早く返済しておいたほうがいい。 

＜最後に＞ 

原油は高止まりし天然ガスや石炭の価格は急騰している。トウモロコシなどの穀物は燃料

との奪い合いで価格が高騰し世界的な食糧危機が懸念されている。すでにラスト・オイルシ

ョックは起こり始めているのだろうか。 

ラスト・オイルショックは避けられないにしても、その影響を緩和することはできる。その

ためにすべきことは山ほどある。石油の供給増が期待できず、代替エネルギーも間に合わな

いとすれば、石油の消費そのものを落とすしかない。しかも残された時間は多くない。 

 

2008 年 06 月 「地球システムの崩壊」 松井孝典 新潮選書  

狩猟採集という生き方が、生物圏内の物質・エネルギー循環を利用する生き方であるのに対

し農耕牧畜は、地球システムの物質・エネルギー循環を利用する生き方である。 

現在世界の人口は 66 億人を超えるが、20 世紀の 100 年で約 4 倍になった。人間圏に流入

する物質やエネルギーをいくらでも増やすことができたために、人間圏は拡大していき、そ

の結果、急速に人口が増加したのである。この増加率で単純計算してみると、2 千数百年後

には、人間圏の重さが地球の重さと等しくなってしまう。20 世紀のような拡大が、21 世紀

には起こりえないことはあきらかだろう。もし我々がこれまでと同様の発想で右肩上がり

の豊かさを求めて人間圏を営むとすれば、人間圏の存続時間は 100 年ほどだろうと考えら

れる。 



物理学にはさまざまな定数というものが存在する。例えばニュートンの万有引力定数とか、

プランク定数とかである。これらの数値が今の値と少しでも異なる値だったら、この宇宙は

現在のような姿にならない。塵とガスの塊である分子雲コアが重力の作用で収縮し、星が生

まれ、その内部で熱核融合反応がおこり、元素が合成され、というような過程が進行しなけ

れば、この宇宙に、銀河も恒星も惑星も生命も文明も形成されない。物理定数の存在もまた、

この宇宙が特殊であることを示唆するのだ。このような宇宙で地球が生まれ、生命が誕生し、

進化し、我々のような知的生命体が生まれ、高等科学技術文明を作り、宇宙を観測し、理解

する。その結果、この宇宙の存在が認識され、存在したことになる。普遍か否かを問う我々

のような存在がなければ、そもそもこの宇宙が普遍だろうと特殊だろうと、そのことに全く

意味がない。 

 

2008 年 06 月 「ハイヒールと宝石が温暖化をもたらす」村井哲之 PHP 新書  

1992 年リオ・デ・ジャネイロで開催された国連の地球サミットにおいてセヴｧン・スズキ

（当時 12 歳）の行ったスピーチ。 

私がここに立って話をしているのは、未来に生きる子どもたちのためです。世界中の飢えに

苦しむ子どもたちのためです。そして、もう行くところもなく、死に絶えようとしている無

数の動物たちのためです。太陽のもとに出るのが、私はこわい。オゾン層に穴があいたから。

呼吸をするのさえこわい。空気にどんな毒が入っているかもしれないから。父とよくバンク

ーバーで釣りをしたものです。数年前に、体中ガンにおかされた魚に出会うまで。そして今、

動物や植物たちが毎日のように絶滅していくのを、私たちは耳にします。それらはもう永遠

に戻ってはこないんです。 

私の世代には夢があります。いつか野生の動物たちの群れやたくさんの鳥や蝶が舞うジャ

ングルを見ることです。でも、私の子どもたちの世代は、もうそんな夢をもつこともできな

くなるのではないか？あなたがたは、私ぐらいの歳のときに、そんなことを心配したことが

ありますか。こんな大変なことが、ものすごいいきおいで起こっているのに私たち人間とき

たら、まるでまだまだ余裕があるかのようなのんきな顔をしています。まだ子どもの私には

この危機を救うのに何をしたらいいのかはっきりわかりません。 

でも、あなたがた大人にも知ってほしいんです。 

あなたがたもよい解決法なんて持っていないということを。 

オゾン層にあいた穴をどうやってふさぐのか、あなたは知らないでしょう。死んだ川にどう

やってサケを呼び戻すのか、あなたは知らないでしょう。絶滅した動物をどうやって生き返

らせるのか、あなたは知らないでしょう。そして、今や砂漠となってしまった場所にどうや

って森をよみがえらせるのか、あなたは知らないでしょう。 

どうやって直すのかわからないものを、壊し続けるのはもうやめてください。 

私はまだ子どもですが、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知

っています。そうです。50 億以上の人間からなる大家族。いいえ、実は 3 千万種類の生物



からなる大家族です。国境や各国の政府がどんなに私たちを分けへだてようとしても、この

ことは変えようがありません。私は子どもですが、みんながこの大家族の一員であり、ひと

つの目標に向けて心をひとつにして行動しなければならないことを知っています。私は怒

っています。でも自分を見失ってはいません。私はこわい。でも自分の気持ちを世界中に伝

えることを私は恐れません。 

必要なのはパソコンという「道具」でもなく、また、オフセットという「制度」でもありま

せん。それは、人生の目的という“生き方”の問題です。これがベースにあってはじめて、

「道具」と「制度」が活かされ、問題は解決します。 

経済成長自体が目標であってはならない。目標は、ただ１つ国民の幸せにつきる。富の増加

が幸福につながると考えるのは間違いである。国民総生産の GDP ではなく、国民総幸福量

である GNH の向上を目指す。本来幸福は数値で表せるものではありませんが、ブータンで

は「ブータン研究センター」を設立し、国際社会でも通用するよう GNH を指標化する研究

をスタートさせました。現在考えられている指標として、基本的な生活、文化の多様性、感

情の豊かさ、健康、自然循環、コミュニティの活力、よい統治があります。そして①健全な

経済成長と開発、②文化遺産の保護と伝統文化の継承、③豊かな自然環境の保全と持続可能

な利用、④良き統治という４点を柱として、現在、開発が進められています。2005 年の国

勢調査での「あなたは幸せですか？」との問いには、9 割を超えるブータン国民が「幸せ」

と答えました。 

世界の基層にいるものこそ、世界を基層から変えることができる。自分は世界の一部である

から、たとえ今は「不都合な世界」であっても、「私」が変われば世界は内側から確実に変

わります。これは生き方の選択の問題でもあります。やりたいことをやり、食べたいものを

食べ、他人を省みない自分本位の生き方をこれからも続けるのか、それとも本当に幸せとい

える、子と孫に恥ずかしくない生き方をするのか、どちらかです。移動には電車を使おう。

席を離れるときはパソコンを OFF にしよう。TV を見終わって電源を切ったらコンセント

も抜こう。飛行機に乗ったら、カーボンオフセットしよう。毎日 CO2 家計簿をつけよう。 

悠久の時間をかけた資源を短時間で消費する日常生活に恥ずかしさや申し訳なさ、つまり、

心の底から真剣に「もったいない」という気持ちをもてるかどうかということです。理想は

高く掲げつつも、半分でも実行できたら素晴らしいと考える心の余裕も必要です。これこそ

が、今の日本人に最も強く求められる姿勢です。 

日本にとって 2050 年の CO2 排出量半減目標はたいした目標ではありません。2050 年の日

本の人口は、2006 年の 1 億 2000 万人より 3300 万人少ない 9500 万人であると予想されて

います。現在日本人一人当たりの CO2 排出量は年間 10ton です。したがって人口が 3300

万人減ると CO2 の排出量も 3 億 3000 万 ton 減少することになります。すると基準年の排

出量が 12 億 6000 万 ton ですから約 37%がカバーできるのです。加えて一人当たり年間

10ton の排出量を、2050 年までに 4ton まで削減できれば、5 億 7000 万 ton がさらに削減

できることになります。そうすれば 9 億 ton の CO2 削減となり、70%強の削減ができます。



2050 年までに 70%の削減は十分射程距離といえるでしょう。 

あなたがひとりで地球に住んでいたとします。人口は 65 億人ですから 1/65 億の地球です。

地球は半径 82m の球で、10 分で一周できます。この「小さな地球」は交換できません。新

しい「小さな地球」へ旅立つこともできません。そこでは 1 年に 1ton を少し超える量の化

石燃料が燃やされ,4ton の CO2 が排出され、その半分が大気中に残っていきます。再生速

度を超えて資源を食いつぶしている状態で、食べ物と水がなくなりつつあります。気温が

徐々に上昇し、灼熱の星へと加速度的に向かう「転換点」の一歩手前です。そんな場所に立

った一人で立ってはじめて、事の重大さに気がつくのではないでしょうか。このままでは地

球で生きろことはできない、と。このように見ていくと、地球温暖化問題の本質と、それを

踏まえた上で日本がとるべきスタンスと持つべきビジョンが、より具体的に浮かび上がっ

てきます。 

ブータンは、毎日きちんと食べられて、家族みんなが元気で、友達を大事にし、会話が好き。

ものがなくても楽しむ術を知っている。そんな国民で構成される社会を本気で目指して実

現しつつあります。 

ハイブリッドエンジン、太陽光パネル、風力発電、燃料電池、淡水化。いずれも日本が世界

を一歩リードしている技術です。ハイブリッドエンジンは、世界ではじめてトヨタが「プリ

ウス」で実現しました。他国のメーカーは簡単に真似できないようです。後発のメーカーが

なかなか出てこられなかったことがその証です。自動車メーカーだけではなく、サプライヤ

ーも含めた「総合的な力」が要求されるからです。 

 

2008 年 06 月 「ごみ問題とライフスタイル」 高月鉱 日本評論社  

平成 12 年ごみ処理費用ごみ 1kg につき 45.6 円（ごみ袋 1 枚当たり 164 円） 

最終処分場は全国に 2700 箇所：遮断型 40 箇所、安定型 1650 箇所、管理型 1000 箇所 

プラスチックごみの 96%は容器・包装材 

現代の家庭ごみは湿重量ベースで台所ごみや紙ごみが多くを占めるが、容積ではプラスチ

ックごみがナンバーワンになる。 

飲料缶の日本の消費量はヨーロッパ諸国の合計より多い。 

アメリカ 353 個/人･年、日本 205 個/人･年、イギリス 121 個/人･年、ドイツ 62 個/人･年、

イタリア 50 個/人･年、フランス 13 個/人･年 

500mlit びん 1 本の処理費：リターナブルびん 30.3 円、ワンウェイびん 41.3 円（うち 14.5

円は自治体負担） 



ペットボトル 1 本のリサ

イクル費 6 円。その 7 割

を自治体が税金負担。 

レジ袋は家庭ごみ中に容

積で 7.3%を占める。デパ

ートがくれる紙袋も断れ

ば 10%程度減量。 

日本人は年に 300 億枚の

レジ袋と 28 億枚の紙袋

を使い捨てている。みん

なが布製のマイバッグを

持ち、それを 5 年に 1 度

買い換えるなら布袋 1 枚

あたりレジ袋 1250 枚と

紙袋 116 枚が不要にな

る。 

アルミの地金 1 トンを作

るには 15000kwh の電力

を使う。159 億缶（26 万

トン）の製造につぎ込ん

だ電力 40 億 kwh は 130

万世帯の年間消費電力にあたる。 

日本にはいま 250 万台の飲料自

動販売機がある。消費電力 700～

800w はざらで、ものによっては

1kw を越すものまである。600w、

稼働率 30%と見積もっても年間

40 億 kwh。100 万 kw 級の原子

力発電所 1 基に相当する。 

2001 年統計によると日本の各種

飲料容器の消費量は年間 710 億

本。国民ひとり日に 1.5 本づつ、

何かの飲料容器を買っているこ

とになる。 

2001 年、トイレットペーパーの

年間消費量は 94.5 万トン。国民ひとりが年に 7.5kg（日に 9m）使う。ティッシュペーパー



の年間消費量は 56 万トン。国民ひとりあたりにした 4kg はアメリカの 1.5kg をはるかに超

え、世界トップの消費量を誇る。 

ファーストフード店が一日に出すごみは、従業員一人当たりでみた 3.1kg も、事業所面積

1m2 あたりでみた 1.1kg も、あらゆる事業所のうちでナンバーワンだ。 

コンビニの一店舗あたりのごみ発生量は日に平均 36.11kg。30～40%は生ごみ。コンビニ企

業一社で一年間にご飯を 3500 トンも捨てるらしい。これは 5 万人が食べる量である。 

 

 

日本のアルカリ電池は水銀ゼロになっている。しかし亜鉛やマンガンが残っている。乾電池

の出すエネルギーは製造のエネルギーの 1%にも届かない。 

自動車のバッテリーは鉛の塊。ニカド電池のカドミウムは毒性が高い。携帯電話などに使わ

れるリチウムイオン電池は爆発の危険性がある。 

いまアメリカ人はひとり一日 56.3kg の資源を消費しているという。内訳はエネルギー源

21.5kg、建設資材 21.1kg、産業用鉱物 2.7kg、金属材料 1.2kg、木材 2.9kg、農作物 6.9kg。

日本は国民ひとり当たり 46.2kg。 

中流階級の多くのアメリカ人は物欲と負債のため、ますます労働時間を増やし、高級品を購

入するという「働きすぎと浪費」の悪循環に陥っている。 

今日のごみ問題、ひいては環境問題をもたらした原因は多量生産、多量消費、多量廃棄の社

会システムであり、それを助長しているわれわれのライフスタイルであることは間違いな



い。したがってごみ問題解決のためには少なくともわれわれが現在のライフスタイルを見

直し、シンプルライフに変革することが必要である。この経済システムこそが今日の深刻な

環境問題、資源問題、エネルギー問題を引き起こしてきたのであるから、根本的に今までの

経済システムを変える必要がある。資源・エネルギーを浪費しなくても経済が維持できる方

法をめざすべきであろう。 

 

2008 年 06 月 「原油高が促す低炭素革命」 岡部直明 日経 

産業革命のように低炭素革命は経済社会を根本的に転換する革命だ。これまでの延長線上

にはない。 

第一に、炭素（石油・石炭）に依存したエネルギー源の転換である。安全性の確保を前提に

原子力を活用し、核燃料サイクルを確立する。太陽光や風力発電など新エネルギー開発は、

遅れを取り戻す抜本的対策が必要になる。 

輸送面ではハイブリッド車の普及や電気自動車の開発も急がれる。原油高で開発コストが

相対的に割安になっただけに革命のテンポが速まる可能性がある。 

第二に、低炭素型への産業構造の転換である。それぞれの産業分野で省エネ努力を積み上げ

るのは大事だが、求められるのは構造転換である。政府が低炭素型の産業構造ビジョンを描

くのもいいが、産業構造を低炭素型に変える原動力は企業家精神だろう。低炭素革命は二十

一世紀の産業革命とも言える。 

そして第三に、生活の質の転換である。ライフスタイルの転換なしに低炭素革命は実現しな

い。 

低炭素革命は、技術革新に限らず、経営から暮らしまで経済社会そのもののイノベーション

である。「できることをする」のではなく「すべきことをする」である。 

グローバル社会は低炭素革命をめぐる大競争の時代を迎えるだろう。この革命を先導する

国が国際信任を集め、リーダーの資格を得る。産業革命がそうだったように、低炭素革命の

中に大きなビジネスチャンスがあり、新たな成長の源泉がある。グローバル連鎖危機を乗り

越える根源的な解はそこにある。 

 

2008 年 05 月  ｢環境立国への経済社会の変革を／大機小機｣ 日経 

「低炭素革命」は画期的な意味を含んでいる。地球温暖化を防ぐため、炭素に依存しない経

済社会に変革しようというものである。産業構造を低炭素型に転換し、社会構造を大きく変

えない限り、この大革命は成就しない。環境のハードルがイノベーションを誘発し、経済社

会を変える。そこに大きなビジネスチャンスがあり、新たな経済発展の可能性がある。 

 

2008 年 05 月  「低炭素社会への道／社説」  日経 

人類の文明の持続可能性を問う地球環境問題だが、日本では排出削減が自律的に持続する

ように、産業構造や社会構造の変化を政策的に促す世界の新しい潮流はそこからは見えて



こない。この十年耳にたこができるほど聞かされた、省エネ世界一の日本に排出削減余地は

なく、乾いたぞうきんを絞るようなものだという神話はもう世界には通用しない。この手の

内向きなぎ論とは決別しなければならない。 

 

2008 年 05 月 「割り箸はもったいない？」 田中淳夫 ちくま新書  

日本の割り箸需要は 2005 年現在で年間 250 億膳から 255 億膳。そのうち 98%が輸入割り

箸によって支えられている。そして輸入割り箸の 99.1%が中国産。いまや中国の割り箸生産

量は 400 億膳を超えている。それを木材量に置き換えると約 60 万 m3． 

使用済み割り箸は通常燃えるゴミに分類される。燃えるゴミの焼却にはたいてい重油など

が使われている。「燃える」といっても水分の多い生ゴミが多く含まれていて、そのままで

は燃えないからだ。ところが割り箸は生ゴミの燃焼を助ける。結果的に重油など化石燃料の

使用量を減らす。 

吉野の割り箸の材料は、建築材を製材する過程で出る背板だ。つまり板や角材が採れるほど

の直径がある。いわゆる間伐材、つまり若くて細い木から割り箸を作るのはむつかしい。な

ぜなら細い間伐材の年輪は広くて、現在の製造機械で加工すると強度不足のため折れやす

いからだ。また木の繊維自体がねじれている場合が多い上、中心部は節も少なくない。だか

ら割り箸になってもうまく割れてくれない。 

混んだ状態が続く人工林は、光が差し込まず下草もない。草がなければ虫や鳥獣は生息でき

ず生物多様性は落ちる上、樹幹から落ちる雫が直接地面をたたき、土壌の流出を招く。それ

は山崩れを引き起こし、河川の氾濫につながるかもしれない状態になっているのである。こ

うした山も遠めには緑に覆われているが、実は非常に危険な状態だ。「緑の砂漠」と呼ぶ人

さえいる。人の手によって作られた森林は、基本的に人の手を入れて管理すべきなのである。

さもないと生物多様性も保水力も劣った森林になってしまう。この状態の森林を救うには、

早く人の手を入れる必要がある。また成長速度は、天然林より人工林のほうがはるかに早く、

二酸化炭素の吸収量も多いことが認められている。平均値で比べると、その差はほとんど二

倍ある。天然林を維持するよりも人工林を健全に管理するほうが、地球温暖化防止の役割と

しては効果が大きいということになる。 

 

2008 年 05 月 「この国の未来へ」 佐和隆光 ちくま書房  

「幸福」の原泉は、「参加」の意識、コミットメント（使命感）、シンパシー（他人への思い

やり）だと私は考える。参加、使命感、思いやりのいずれもが、他人との関わりに他ならな

い。言い換えれば、社会のなかにおける人間としての存在感を実感することこそが幸福の源

泉なのである。 

人類史における「偉業」とはなにかと問われれば、芸術、文学、宗教、科学の分野における

「業績」だと答える人が多いに違いない。過去の「偉業」のことごとくがお金とは無縁であ

った。光り輝く偉業を生むために必要なのは次の三つではないだろうか。第一に、偉業の達



成に精魂傾ける人々を尊敬する社会的風土を醸成すること。第二に、若き芸術家や科学者が、

創作や研究に没頭できるような環境を整えること。第三に飛び切り優秀な外国人芸術家や

科学者を、大学や研究所のスタッフとして招く機会を増やすこと。 

90 年代は「失われた 10 年」といわれるが、最大の遺失物は何だったのかと問われれば、躊

躇せずに私は「人的資本の劣化」だと答えたい。 

地球環境問題の浮上は、時間的視野を 21 世紀末まで、そして空間的視野を地球規模まで押

し広げることを私たちに求めたのである。 

気候が相対的に温暖な割りに、日本の一人当たりエネルギー消費量が意外に多い理由とし

ては、鉄鋼、窯業土石、非鉄金属をはじめとするエネルギー集約型輸出産業が依然として日

本経済の中枢部を占めていること、日本の夏が蒸し暑いため、エアコンの普及率が他の先進

諸国に比べて圧倒的に高いこと、自動販売機や自動開閉ドアが不必要までに多いこと、24

時間営業のコンビニエンスストアがひしめいていること、道路の信号の数がむやみに多い

こと、観光地のライトアップが盛んなことなどが挙げられる。 

科学的知見が確かなものとなるまでは、早期の対策は慎むべきであるという立場に立つ限

り、取り返しのつかない事態を招く可能性は否定できない。「予防原則」の立場に立って、

温室効果ガスの大気中濃度の削減に、できるだけ早く取り組むことは、たとえ不必要なコス

トを支払う結果を招くにせよ、「保険」という観点から正当化される。 

持続可能な発展のためには、技術革新のみならず、社会経済システムの改編が相伴わなけれ

ばならない。またライフスタイルの改編、都市構造の改編、住宅設計に際しての創意工夫の

発揮、電力を多消費する不必要な「自動」機器の除去など、今ある技術を有効活用するだけ

で、ＣＯ2 排出削減に大いに寄与することができる。 

たとえば住宅建設に際して断熱材を装てんするための費用の一部を電力会社が負担するほ

うが、伸びる電力需要に応じて発電所を新設するよりも安くつく。 

特に日本では、有害と懸念される製品を製造する産業の既得権益を擁護することに、所轄行

政府があまりにも熱心すぎた。 

遺伝子組み換え作物の場合、それが人体や家畜に有害であるか、それとも無害であるかにつ

いて、科学的に証明することはほとんど不可能を要求するに等しいであろう。実際に障害が

現れてはじめて、黒か白かの決着がつく。しかも数例の症状が現れても、原因の特定化につ

いて判断を下すまでには長い時間を要し、その挙句に数百人、数千人の患者がでてから、政

府は重い腰を上げるというのが公害問題の通例であろう。 

並列された清涼飲料水の自動販売機、ビルの自動開閉ドア、明るすぎる照明、不必要に大き

なネオンサインなどをなくすることにより、都市部では 100～200m 間隔に点在する 24 時

間営業のコンビニエンスストアの数を適度に減らすことにより、また冷房の設定温度を 28･

c に上げ、暖房の設定温度を 20･c に下げることにより、社会の構成員のだれの効用も損な

うことなく、電力消費量を、そして電力需要のピークロードを、少なくとも 20%削減でき

るのではないだろうか。 



運輸部門の CO2 排出量は 1990 年度から 97 年度にかけて 21.8%という激増ぶりを示した。

ところが 97 年度から 2001 年度にかけては 1.2%の微増にとどまり、2001 年度から 2004 年

度にかけては 2.5%の減少となった。乗用車の新規登録台数を経年比較すると、97 年度の

511 万台から 2005 年度の 393 万台へと減少。自動車保有台数は 90 年度末に 6050 万台、

95 年度末に 7011 台、2000 年度末に 7552 万台、2004 年度末に 7828 万台、2006 年度末に

7885 万台。自家用貨物車から営業用貨物車への貨物輸送のシフトが進んだ。自家用貨物で

運ぶと、積載率が低いことに加え、帰りは空っぽになるという無駄を避けがたい。 

京都議定書に基づく先進諸国への CO2 排出削減の義務付けは「新たな経済発展のバネ仕掛

け」として働く可能性があり得るし、そうしたバネ仕掛けを円滑に働かせることが政府の果

たすべき役割ではないだろうか。 

CO2 の排出量を 0.6%増にとどめ、その他の温室効果ガス排出削減で 1.1%減を稼ぎ、森林

吸収で 3.9%減を見込み、残る 1.6%減を京都メカニズム（排出権取引、共同実施、クリーン

開発メカニズム CDM）でまかない、6%削減の目標を達成するというのが「目標達成計画」

の見込むところである。 

仮に目標が達成されなかった場合には、ロシアなど旧ソ連・東欧諸国からいわゆるホットエ

アを高値で買わざるを得なくなる。 

ロシア、ウクライナなどに対し 0%の温室効果ガス削減義務を課している。すでに現時点で

ソ連経済混迷していた 1990 年より 30%の CO2 削減を達成している。彼らはいささかの努

力をすることなく目標達成できるばかりか、余剰排出権が手元に残る。達成目標が過度に低

かったため、努力せずに手元に残る排出権のことをホットエアという。日本が排出権を外国

から入手しなければならなくなった場合は、ロシアとの相対取引に臨まざるを得ない。相対

取引は売り手市場となって法外な高値になることも予想される。 

日本のような成熟化した先進国においては、多くの産業が過剰設備を抱えており、しかも設

備投資自体が往年に比べて軽薄短小化しているため、CO2 排出削減のための設備投資は経

済成長に対してプラスの効果を持つ傾きのほうがむしろ強い。 

炭素 1ton 当たり 3000 円の課税をすれば税収は約 1 兆円にものぼるが、ガソリン価格はわ

ずか 2 円上昇するにすぎない。消費税については、税率を 1%上げるだけで 2 兆 5000 億円

の税収増が期待される。 

化石燃料への課税が、エネルギー多消費型輸出産業の生産コストを上昇させ、それらの国際

競争力を損なう可能性は十分にあり得ることだ。そのための手当てとしては、たとえば、鉄

鋼を輸出する際に、水際で環境税を払い戻し、鉄鋼を輸入する際に、水際で課税するという

国境措置を講じることにより、その影響を緩和することができる。 

京都議定書は 2010 年をはさむ前後 5 年間の温室効果ガスの平均排出量を 1990 年比 6%削

減することをわが国に義務付けている。そのことは、90 年の排出量の 94%の 5 倍に等しい

だけの、同期間内に有効な排出権をわが国が取得したことを意味する。化石燃料販売業者は、

化石燃料を販売する際に、政府の発行する排出権を、炭素含有量に等しいだけ添付すること



を義務付けられる。必要な排出権は排出権取引市場で購入する。これが排出権取引の理念型

である。 

京都議定書は 5 年ごとに目標達成するという、きわめてあわただしい内容になっている。

そうなると、CO2 隔離、宇宙太陽光発電、次世代原子力発電、核融合などの、長期的な研

究開発に回るお金が少なくならざるを得ない。「京都議定書は二酸化炭素排出削減に資する

長期的な技術開発を阻止する」というのが、ブッシュ大統領の言う「京都議定書の致命的欠

陥」の意味するところである。 

発展途上にある中国やインドに対して削減義務を課すわけにはゆかない。抑制義務を課す

のが精一杯である。 

キャップ&トレードという言葉が示唆するとおり、途上国はキャップをかぶることによって

はじめて、「売り手」として排出権取引市場に参入し、経済的利得を手に入れることができ

る。つまり、抑制義務を引き受けることの代償として、排出権取引市場に参入する権利を獲

得できることが、途上国にとっての「参加」のインセンティブとなるはずである。 

 

2008 年 04 月 「生命から発想する」 日経  中村桂子 

機械はどれほど複雑に見えても既存の知識の範囲内のものでしかない。便利で、スィッチ一

つで思い通りに動くが、思いがけないことは生み出さない。一方、生物を含む自然は複雑で

未知のものが多く、思いもよらない発見がある。自然には新しいものを生み出す力があり、

創造につながるのである。 

環境破壊、人心の荒廃という悩みから抜け出し、明るい未来を構想し、創造していくための

原点は自然・生命・人間にある。人間を信じ、自然を愛することから出発しよう。青臭いと

言われても、これしか道はないと思う。 

 

2008 年 04 月  「ガソリン税の後始末」 日経  大機小機 

石油価格は需給よりも金融投機で値上がりしているとの説もある。ギャンブラー相手に国

税を投入するなど、狂気のさたに近い。下げるなら石油代替エネルギーの価格を下げる政策

をとるべきだ。 

 

2008 年 04 月「環境を守るほど経済は発展する」倉阪秀史 朝日新聞社 1997 年に

合意された改定モントリオール議定書に基づく生産規制等が遵守されれば、オゾン層破壊

のピークは 2020 年までに訪れ、成層圏中のオゾン層破壊物質濃度は 2050 年までに 1980

年レベルに戻ると予想されている。 



生態学者のヴィクトセクらは、人類が、生態系の総一次純生産のうち何割程度を他

に渡さないで独占しているかを試算しました。この試算では、人間が支配下におい

ている場所における生物資源の成長分も人間が支配している一次純生産としてい 

ます。その上で、人間が支配下に置いたがゆえに自然の成長の機会を損なっている 

  

分を足し合わせて、自然状態と比較して人間がどの程度機会損失を招き、かつ独占している

のかを計算しました。その結果、人類は自然状態と比較して、陸地生態系の総一次純生産の

四割を独占しようとしていることが明らかになりました。 

   

人間の影響による生物の絶滅速度は自然な絶滅速度の 1000 倍であるといわれています。 

地球全体の淡水資源の 25%が工業用水、10%が家庭用水・自治体用水として用いられてい

るのに対して、農業用水として使われている部分は 65%にのぼっています。このように水

資源が減少すれば農業生産にまず影響することに留意する必要があります。 

世界一次エネルギ消費（1996 年）         3,800x10^17J／年 

世界年間エネルギー消費石油換算量        60 億トン 

日本一次エネルギ消費（1998 年）           150x10^17J／年 

日本の総発電量（1998 年）            37x10^17J／年 

太陽エネルギー総量  17,800x10^13w  56,000,000x10^17J／年 

70%が大気や地表面に吸収  12,500x10^13w  39,400,000x10^17J／年 

世界平均日射量   165w／m2  （日本では 141w） 

地球表面積 1,000x10^11m2→  8,400x10^13w  26,000,000x10^17J／年 



日本表面積  3.78x10^11m2→   5.33x10^13w      16,800x10^17J／年 

日本標準一戸建屋根面積南半分 60m2   発電可能量 16kwh／日 

太陽熱温水器 2m3 一台の灯油換算エネルギー供給量      200Lit／年 

日本の風力による潜在発電可能量    3.4x10^13w        1.22x10^17J／年 

陸地への降水量 100,000km3 が 1000m 高さから落下      10,000x10^17J／年 

日本全国の平均雨量＝1700～1800mm。ヨーロッパ＝550mm、北米大陸＝650mm 

日本の降水によるエネルギー           640x10^17J／年 

小水力によって総発電量の 20%を賄うことができる         7.4x10^17J／年 

光合成で固定されるエネルギー    0.33w/m2 

世界植物獲得太陽エネルギーの石油換算量       600 億トン 

日本バイオマスエネルギーポテンシャル         12.8x10^17J／年 

内部からの地熱エネルギー0.06w    0.89x10^13w       2,800x10^17J／年 

高さ 2.5m の波 7.7kJ/m2 海岸線当り 13kw/m 

日本の海岸線長さ 32,000km 

日本近海の波力エネルギー6～7kw/m      60～71ｘ10^17J／年 

 

1kcal 投入当たりのトウモロコシ収穫量： メキシコ焼畑農業＝10.8kcal 

アメリカ近代農法（1945 年）＝3.1kcal、アメリカ近代農法（1975 年）＝2.2kcal 

1ha 当たりトウモロコシ収穫量：  焼畑農業＝1944kg 

アメリカ近代農法（1945 年）＝2,132kg、アメリカ近代農法（1975 年）＝5,394kg 

1950～1974 年：    水田 1ha 当たり米の産出量＝1.53 倍 

1kcal 投入当たり米収穫量： 日本の 1950 年＝1.27kcal、日本の 1974 年＝0.38kcal 

国連環境計画（UNEP）報告書によれば、世界全体で毎年 250 億トンの生産能力ある表土

が失われている。降雨に依存している農地のうち毎年 700 万～800 万 ha が失われ、乾燥地

帯にある灌漑農地のうち毎年 4300 万 ha に及ぶ土地が劣化しているとされています。 

アメリカでは 1kcal の動物タンパク質生産に 7～88kcal の化石エネルギーが必要。 

畜産物の生産に使われる穀類は人間の食料と競合します。ワールドウォッチ研究所前所長

のレスター・ブラウン氏は「1992 年には推定 6 億 3500 万トンの穀物が家畜、魚介類の飼

料に使われた。これは世界の穀物消費量 17 億 2000 万トンの 37%にあたる」と指摘してい

ます。アメリカでは毎年生産される穀粒の約 90%が家畜に与えられています。ビメンテル

とホールは「もしもアメリカが畜産のために毎年消費している 1 億 3500 万トンの穀類を人

間に与えるならば、4 億人の人を 1 日当たり約 80 グラムの植物タンパク質を持つ菜食メニ

ューで１年間扶養できる」と述べています。 

 

2008 年 04 月 「中国汚染」 相川泰  ソフトバンク新書 

松花江汚染：1960 年～80 年にかけて水俣病が発生。中国側のコメント「もともと中国では



日本のように大量には魚を食べない。されに水銀汚染がひどすぎて魚がほとんど死滅して

しまい、漁民も廃業したので食べた人もごく少なかった。だから被害者はほとんどいなかっ

た」 

1990 年代、中国の研究者たちから、日本の水俣病はその後どうなっているのか、といった

質問を受けることが何度もあった。こちらから中国の松花江水俣病は今どうなっているの

か、と聞き返すとまともな答えが返ってくることはほとんどなかった。日本の水俣病のこと

を知っている環境問題の専門家にすら、自国内の松花江でかつてメチル水銀汚染があり、水

俣病と同じ被害が出ていたという事実が、必ずしも知られていなかった。水銀汚染の原因工

程が爆破処理されたことについては、反省どころか証拠隠滅とすら指摘されている。 

2005 年石油コンビナート爆発事故。有機汚染物質約 100 トンが第二松花江に流入。10 日

間事故は隠蔽された。 

全国各地でのアオコによる水道水の汚染。 

北京の大気汚染。1970 年代に年平均 150 日だった北京のスモッグ発生日数が 1981 年には

190 日に増加。1982 年の北京での浮遊微粒子の濃度が 1m3 当たり 870mg で 1970 年代の

東京の 18 倍。同じく降下煤塵の濃度が毎月 1km2 当たり 31.4 トンで、1962 年の東京の 2.2

倍であった。山西省は中国の石炭の 4 分の 1 を産出する。ここを石炭満載で、時には覆い

布もかけていないものも混じった貨車やトラックが粉塵を撒き散らしながら行き交うため、

この沿線は「黒い竜」とも呼ばれている。 

「がん村」河南省の准河流域。湖北省の長江支流の白河流域。安徽省を流れる准河支流周辺

では、WHO による世界平均のがんによる死亡率が 10 万人当たり 8～10 人であるのに対

し、1990 年代にはもっともひどい村で 10 万人当たり 5000 人に達していた。 

環境汚染は量・質ともに日本最悪の時期並みかそれ以上のひどさなのに、満足な対策がとら

れていない。つまりは中国の環境汚染は日本では経験がないほど深刻である。 

中国の環境政策担当者が「中国は先進国が歩んだ、先に汚染して後から浄化する道を歩むこ

とはない」と豪語していた。こうした「二枚舌」が、一般に中国の環境状況に危機意識が共

有されるまでに数年から十数年の遅れを生む原因の一端にはあったと考えられる。 

一人当たり平均 CO2 排出量が少ないと言われている。しかし中国国内にあるすざましい経

済格差にも考慮する必要がある。2005 年現在、中国では 2 割の富裕層が所得の 5 割以上を

占め、所得が低い法から 2 割は所得の 4.7%しか得ていない。ある一部の人が大量の CO2 を

排出している。中国政府が「共通だが差異ある責任」の「差異」を強調する以上、中国国内

に存在する「差異」が正しく認識され、「共通だが差異ある責任」をきちんと負わせるよう

にしているのかどうかを問われることになろう。 

異常気象や、各種の報道を通して、気候変動や地球温暖化についての知識・認識は 1990 年

代半ばから中国社会に順次普及していった。ただし、他の環境問題と同様に「自分の問題」

という意識は希薄であった。環境保全全般について政府が対策に責任を持つべきとの意識

が支配的であり、それは地球温暖化に関しても同様である。 



中国と日本、さらには他国・地域も交えた複雑な経済関係の中で生じている現在の環境汚染

について、そうした関係を度外視して相手国を「加害国」呼ばわりすることは、相手国の人々

の感情を損ね、態度を頑なにすることはあっても、何ら問題解決には結びつかない。 

1990 年代以降、何度か「洋ゴミ」が問題になったときにも「被害国」感情が先に立った問

題の扱いが目立った。中国の人々は、特に日中関係において、「中国が被害国になることは

あっても、加害国になることはありえない」と考えているように見受けられ、そのことが越

境汚染の議論を難しくする場面も多々ある。こと中国国内で起きている環境汚染に関して、

それを「加害」視する前に考えていただきたいことが 5 つある。1 つ目は、日本にも被害が

及ぶほどひどい環境汚染なら、中国国内ではもっとずっと深刻な被害が出ているはずだ｡２

つ目は、中国国内で発生している深刻な環境汚染の現状が表面化したのは,中国国内の心あ

る人々の努力によるところが大きい。3 つ目は、こうした人々からは、日本企業や日本と中

国の経済的な関係も直接・間接に中国での環境汚染を促している、といった指摘もなされる

ようになってきている。４つ目は、日本国内にも深刻な公害を起こした過去があり、そのこ

とへの認識・反省などが十分にはなされないまま、程度の差はあれ同じような性質を持った

問題を繰り返し発生させていること。５つ目は、日本には、過去に深刻な公害を経験し、被

害者や支援者を中心にその貴重な経験を中国に伝えようとする人たちがいて、中国にはそ

の経験を真摯に学びたいという人たちがいること。2007 年の上半期に特に中国製品の安全

性が大きな問題となり、一部には中国製品を全て拒絶するといった感情的な反応もみられ

た。しかし、中国製品がこれだけ日本にも世界にも浸透し、中国国内にもそれなりの市場が

できている現在、全ての中国製品を市場から駆逐するのは現実的でもないし、その必要もな

い。単に「中国製」であるかどうかで選別するのは、国単位での感情の対立にしか結びつか

ない。だが個別のメーカーにまで踏み込んでの選別には、中国の環境保護と日本の消費者保

護に同時に結びつくような、悪質なメーカーを淘汰し、良質なメーカーを成長させる効果が

期待できる。中国の環境汚染を防ぎ、被害者を救済していくことは、日本や地球全体の利益

にもつながっている。 

 

2008 年 04 月 「生態系ってなに？」 江崎保男 中公新書  

死体はすべてバクテリアの手にかかり、最終的に二酸化炭素と水に分解され、そして、これ

らの無機物は植物の光合成の材料となって再び有機物に姿を変えます。この二酸化炭素や

アンモニアや水にはエネルギーがありません。エネルギーは炭素結合のなかにあり、二酸化

炭素には炭素がひとつしかないので、炭素結合がなく、エネルギーがない。 

食物連鎖のつながりを進むとどんどんエネルギーは減少していき、すべての死体がバクテ

リアに引き渡され、バクテリアがこれらの死体を完全に分解して、残った最後のエネルギー

を取り出してしまったとき、太陽からやってきたエネルギーのすべては大気に放散するこ

とになります。大気に放散するとは、結果としてエネルギーが宇宙に去ってしまうことを意

味しますので、「生態系のなかをエネルギーは循環しない」のです。見方を変えると、「太陽



エネルギーは地球上を通過する。ただし、植物に捕捉された一部のエネルギーが生態系を一

巡する間だけ、地球上の生物を生かしている」といえます。 

１ha のマツ林の植物の重量 100ton とする。→1 年後に 130ton→自身の生活のために使う

量 10ton、虫に食われる被食量 5ton、枯れ死量 10ton を引く→1 年後は 105ton 

草原にある草の量 4250kcal／m2。草原に降り注ぐ太陽光 600000kcal。草原が捕まえる太

陽光 8300kcal。自身の生活のために使う量 4000kcal。枯れ死量 4000kcal。バッタに食わ

れる量 227kcal。結局成長量は 73kcal。 

海峡に住む植物プランクトン 16kcal／m2．太陽光は 300000kcal。プランクトンの捕捉量

2900kcal。自身の生活のために使う量 250kcal。動物プランクトンに食われる量 2600kcal。 

結局成長量は 50kcal。 

海は非常に効率のよい生態系といえる。これは植物プランクトンの分裂増殖の速さによっ

ている。 

森の生態系の無駄は、実は地球上の生物多様性において重要な役割を担っている。多種多様

な生物がそれぞれの特性に従って住み分ける余地を与えている。さきの大量生産、大量消費

文化の反省としてムダを嫌った結果、将来に有効な財産の糧を失っているかもしれない。 

アメリカの森林で伐採実験を行ったところ、やはり栄養のリサイクルが断ち切られ、その結

果、いろいろな元素の川への流出が観測されました。その中で飛びぬけて流出量の増加が見

られたのは窒素（硝酸塩）だった。なんと伐採後にはもとの流出量の 50 倍以上の量が河川

に逃げ出してしまった。他の元素と違っていかに窒素が森林生態系のなかで大事にされて

いるかがわかります。 

ライオンは一頭のオスがメスのグループを率いてハーレムを形成します。若いオスがハー

レムオスにとって代わるとき、この新たなハーレムオスが最初にやることは、メスの子ども

たちをかみ殺すことです。この行動をメス親たちはだまってみています。新たなオスにとっ

ては、メスがかかえている子どもたちは他人の子です。メスたちはこの子どもたちへの授乳

などに手をとられており、このオスの子を産むことが生理的にできません。そこで子どもを

かみ殺すと、メスたちは即刻発情し、自分の子どもを生むことが可能になる。 

わが子をできるだけ多く残すよう努力するのが進化の原則ですから、オスの立場に立つと

できるだけ多くのメスとつがうことがわが子を多く残すことにつながるのに対して、メス

はそのようなことはありません。自分の作れる卵の数がわが子の最大数になります。 

固体はいずれ死ぬ。では永久に生き続けるのは誰なのか？それは遺伝子である。親が子を大

切にする行為というのは、遺伝子にあやつられてのこと。遺伝子は生物を形作り、行動させ

るプログラムです。そのプログラムは DNA の塩基配列のなかに書き込まれています。した

がって遺伝子が親に対して子を大切にするように仕向けている。 

いま世界各地で起こっている絶滅が問題なのは、その原因をつくっていることであり、その

進行速度が恐竜などの絶滅と違って、短い時間スケールで起こっていることなのです。時間

スケールが短いと、絶滅するまでの間に新たな種が出現する暇がなく、地球上の生物種が減



少することになります。つまり現代の絶滅は新たな種の進化を伴わない、地球の歴史上過去

に例をみない絶滅なのです。また、記録に残っている限りにおいても、絶滅のスピードは近

年どんどん加速していることが知られています。 

 

2008 年 04 月 「ほんとうの環境問題」 池田清彦、養老孟司 新潮社  

人間が自力で秩序を手に入れるには、ほんとうは努力・辛抱・根性しかない。そこを省略し

て、エネルギー消費で間に合わせれば環境問題になっていくんです。 

日本のように省エネが進んだ世界のモデルのような国が、この上さらに炭酸ガスを減らせ

という議論をしている。何を考えているのかと思う。日本はこれ以上減らないですよ。アメ

リカを半減させるほうが先でしょう。それでアメリカやヨーロッパは日本並みになる。 

いまから一万年前には地球上には人間は推定で 100 万人～500 万人しかいなかった。しか

し数百万という個体数は大型の動物としてはかなり多い。それぐらい数が多い大型動物は

地球上にはほとんどいない。 

農耕が始まった 8000 年前から人口は増えだした。2000 年前には 2～3 億人。 

200 年ほど前に石炭を使うようになって世界人口は 9 億人。 

100 年前から石油を使い始めた。人口はいまや 67 億人。 

おじいちゃんとお父さんが長年にわたって一所懸命に蓄えた金を、息子がドンちゃん騒ぎ

をしてたった一晩で全部使っている。現代文明というのはまさにそのような形で石油に依

存しているのである。 

 

2008 年 03 月 「地球の呼吸はいつ止まるのか？」 デヴィッドハウエル ウェッジ 

原油価格が 10 ドル上昇すると、アフリカの石油輸入国の GDP が 1%下がる。 

地球温暖化のプロセスを食い止める、またはそのスピードを緩めるための時間軸は非常に

長い。だから炭素の排出を削減するために闘う人々と、目の前に差し迫ったエネルギー供給

の危機を懸念する人々は、対立すべきではない。同盟を組むべきなのだ。この両者は、時間

の尺度が違ったとしても、取り組むべきことは一致している。 

世界が化石燃料を使い果たしつつあると考えられる人がいるとしたら、巨大なカスピ海盆

を訪れたことはおろか、オスロに行ったことがない人か、モスクワで石油関係者と話をした

ことがない人だけだろう。ノルウェーを見てもロシアを見ても、石油とガスに関する問題や

危機はほかにもたくさんあり、クリーンなエネルギー源の追求を求める多くの議論がある

にしても、エネルギー不足や差し迫った減産が問題ではないことがわかる。 

ロシアの推定埋蔵量は増加に増加を続けている。BP が発表している世界のエネルギーに関

する年次統計調査で 2001 年には 450 億バレルと言っていたロシアの総確認石油埋蔵量を、

最新版では、世界の 6%に当たる 691 億バレルと上方修正した。だが、このような評価はお

そらく、ロシアの真の石油ポテンシャルの上っ面をなでているにすぎない。最近の調査によ

ると、ロシアの本当の可採埋蔵量は 1500 億～2000 億バレルだという。十分に中東並みの



埋蔵量だ。 

地球を北極側から見ると、ノルウェーとロシア、アラスカ、カナダがすべて氷に覆われた北

極海の周りに頭を突き合わせた形になっている。 

北極海の氷が急速に融けていて、それに関してはもう手遅れで打つ手はないが、そのおかげ

で、この地域全体はまさに今、ますます航海がしやすくなり、欧州とアジア・南北米の間の

海上輸送が大幅に短くなるだろう。 

安全で持続的なエネルギー供給が実現すれば、どの国にとっても利益になることは明らか

である中にあって、中国がほかの国々に負けじと石油を奪おうとしているのはまったくば

かげたことである。 

世界的なエネルギー安全保障の追及と低炭素の未来の追及とは、密接に絡み合っている。両

方に注力すべきだが、優先すべきは前者だ。 

実際に、エネルギー資源はどのような状況なのだろうか？基盤となるデータや分析ととも

に、国はもちろん、企業や自治体、そして一人ひとりも、エネルギーに関する準備や覚悟を

しなくてはならない。 

温暖化ばかりを重視していては、短期的にエネルギーが入手できなくなり、経済や社会が混

乱することもあり得よう。逆にエネルギーさえ入手できればよいと考えると、炭素含有率の

高い石炭などが大量に使われることになり、温暖化を悪化させてしまうだろう。 

われわれは、社会の混乱を最小限に抑えるよう本当に必要なエネルギーを確保しつつ、将来

に禍根を残す温暖化の進行を止めなければならない。 

 

2008 年 3 月 「熱噴く都会」   朝日新聞 

温暖化に都市特有のヒートアイランド効果が加わり、東京は今や地球上のどこよりも発熱

が著しい場所になった。この 100 年間でニューヨークの気温は 1.6･c 上がった。東京都心

ではそれを上回る 3･c の上昇が記録されている。 

発熱は地下でも著しい。都心 13 箇所で下水道を調べたところ、この 30 年で平均気温が 4.8･

c、冬に限ると 7･c 上がっていた。家庭でシャワーなど湯を使う量が増えた影響が大きく、

人工的に発せられる熱の 1 割が下水に捨てられていると試算する。 

東京湾ではこの 20 年で冬の水温は 2･c 上がった。 

 

2008 年 3 月 「温室ガス排出順位」  朝日新聞 

2006 年度 CO2 排出企業上位 20 社（総排出量 1,341,000 千トン）／単位 1,000 トン 

1.東京電力 68,880 (5.1%)  11.北陸電力 17,520 (1.3%) 

2.JFE ｽﾁｰﾙ 60,290 (4.5%)  12. 神戸製鋼 17,420 (1.3%) 

3.新日鉄 59,330 (4.4%)  13. 太平洋ｾﾒ 14,550 (1.1%) 

4.中部電力 47,320 (3.5%)  14. 北海道電力 13,890 (1.0%) 

5.J ﾊﾟﾜｰ 43,560 (3.2%)  15. 新日石 10,530 (0.8%) 



6.東北電力 34,130 (2.5%)  16. 相馬共同火力 10,500 (0.8%) 

7.中国電力 25,460 (1.9%)  17. 住友大阪ｾﾒ  9,280 (0.7%) 

8.住友金属 22,140 (1.7%)  18. 三菱ﾏﾃ  8,930 (0.7%) 

9.九州電力 21,290 (1.6%)  19. 宇部興産  8,770 (0.7%) 

10.関西電力 20,480 (1.5%)  20. 四国電力  8,630 (0.6%) 

上位 10 社で 29.9%、上位 20 社で 39.0% 

 

 

2008 年 03 月 「花粉症は環境問題である」 奥野修司  文春新書 

敵の病原体が侵入したら、その敵にあわせてもっとも攻撃にふさわしい免疫細胞が選ばれ

る。するとその免疫細胞は、自分をモデルに膨大なクローンをつくり、戦いにそなえる。攻

撃する抗体は免疫グロブリン（Ig）というタンパク質だ。現在わかっているものに 5 種類あ

るが、敵にあわせて無限に形を変えることが可能。 

スギの木は樹齢 20 年から 30 年になると毎年花粉を飛散させる。戦後、復興のために山の

木が切り倒されて、全国レベルでスギの植樹が行われたが、これが 1950 年前後だ。そして、

スギ花粉症が社会問題になったのが 1975 年、植樹から 30 年。 

日本の人工林の 7 割をスギとヒノキの単純林で占める。 

台風が通過するたびに山の斜面を崩壊させ、土砂と一緒にスギやヒノキを押し流している。

アメリカ南東部で計測した数値によると平均降雨量 1775mm。平均流出量 925mm、平均上

発散量 825mm 

日本の森林面積は 2512 万ヘクタール。このうち 41%が人工林。 

スギやヒノキだけの森は、姿は森であっても、動物たちにとっては砂漠も同然。 

樹齢 40 年ほどのスギを伐りだしても 1 本 3900 円にしかならない。これを道路まで出すの

に人件費が 2000 円、トラックの運賃が 300 円 

2000 年の調査では、樹齢 31 年をこえる人工林は全体の 6 割だった。実態はわからないが、

このうち 6 割から 8 割は手入れされていないとされている。 

広葉樹は伐っても根株は生き続けるが、針葉樹は地上部を伐採すると根まで枯れてしまう。 

一般に間伐費用は１ヘクタールあたり 20～25 万円といわれる。ただしこれには山から運び

出す費用は含まれない。 

通常 14cm 以上のスギの丸太は 13000 円／m3 が相場だという。1 ヘクタール間伐して出て

くる木材は 10～15m3． 

 

2008 年 03 月 「くまときりとひと」 日本くま森協会 

放置人工林。外から見ると青々とした三角形のスギの木が整然と並び、本当にきれいな緑の

森でした。しかし一歩中に入ると真っ暗。林床には一年中日がささず、草一本生えていませ

ん。雨水で表土は流され、がれきがむき出しになっていました。どこまで行っても生き物の



気配はなく、虫一匹いない絶望的な死の森でした。あちこちで土砂崩れが起きていました。

人工林は除伐、枝打ち、間伐と、人間が手を入れ続けないと維持できない森です。日本中の

森を経済性だけを考え、スギの畑にして、人間が管理しようとしたため、林野庁は膨大な人

件費が捻出できず、破綻してしまいました。その結果、いま広大な面積の人工林が放置され

たままになっています。このままでは森が崩壊してしまう。取り返しがつかないことになる

前に、国を動かして、一刻も早く奥山自然林保全・復元の流れを作らねばならない。 

 

2008 年 01 月 「地球温暖化を防ぐ」 岩波新書 佐和隆光  

空間的な視野を地球規模に押し広げ、時間的な視野を 50 年くらい先にまで引き延ばすこと

により始めて、地球温暖化がもたらす深刻な危害の実相が明らかになる。 

３ナンバーの高級車を運転し、ヨーロッパのブランド物の衣類を身にまとい、同じくブラン

ド物のバッグや小物をもち、そしてイタリア・レストランで豪華な食事をする。こうした生

きざまに憧れる若者が、80 年代末のこの国の都会にたむろするようになった。また一方で

は、自動車や家電製品の大型化が進み、エア・コンディショナーの普及率が高まった。その

結果、エネルギー消費は急増し、ひいてはそれが CO2 排出量の著増を招いたのである。 

持続可能性の意味については、必ずしも一致した見解があるわけではない。とはいえ、大量

生産、大量消費、大量廃棄の 20 世紀型工業文明は持続不可能である。すなわち資源の枯渇、

環境の汚染、南北問題の深刻化など、20 世紀型工業文明のはらむ「矛盾」が数十年後には

顕在化し、それ以上の経済発展は望めなくなるだろう。 

ライフスタイル、輸送のモードなど人間の日常的な営みの変更が、温暖化問題の解決に資す

るところは大きい。ライフスタイルにせよ輸送のモードにせよ、「慣行」としての側面が極

めて強い。したがってそれらの変更は一朝一夕には成し遂げがたい。ライフスタイルや輸送

のモードを実質的に変更するには十分長い時間の経過が必要。 

戦後、私たち日本人があこがれたアメリカン・ライフとは、要するに、エネルギー多消費型

のライフ・スタイルに他ならなかったのである。 

果たして日本の文化はヨーロッパの文化と米国の文化のいずれに近いのだろうか。デンパ

ー・サミットで日本政府のとった態度から推す限り、日本は米国に近いということになる。

しかし、伝統的な文化やライフスタイルを思い浮かべれば、どう考えても日本はヨーロッパ

に近いように思えてならない。その意味では、温室効果ガス削減目標をめぐる日本政府の対

応は、「まことに不可解」としか言いようがあるまい。 

この国で環境のために開発を犠牲にしたという事例を、寡聞にしてか私は耳にしたことが

ない。 

1985 年以降の先進国から途上国への資本の移動は、水が高いところから低いところへ流れ

るのと同様の「自然」現象のひとつなのである。 

メタボリズム文明社会の意味するところを具体的に表現すれば、「適正消費、極少廃棄、リ

サイクル、省エネルギー、製品寿命の長期化等を、消費者や生産者に動機づけるような仕掛



けを施した文明社会」のことである。と同時にそれは、産業優先、大規模公共事業、大都市

一極集中、自動車文明、石油文明との決別を合意する文明社会でもある。 

北欧三国とオランダ、デンマークに住む人々が環境保全に熱心であることを、いくつかの事

例を交えて語った上で、「環境にやさしい経済活動ができるほど豊かであり、しかも環境問

題に不安を抱いてきちんと発言できる中産階級が存在し、共同の利益のために国が介入し

てもよいという伝統がある。したがって、環境保護の手段を実施することは、労働者の安全

や子供の福祉のために法律を制定することと同じことなのである。これらの国々は地球の

温暖化だけでなく、発展途上地域にも大きな関心を寄せている。それはおそらく、これらの

国々の人々は教育水準が高く、人道主義にもとづいたリベラルな文化をもち、世界情勢に目

を向けているからだろう。 

私の見るところ、日本人の環境問題への関心は総じて低く、公共的なモラルの水準も高くな

いし、発展途上地域に対する関心もまた総じて低い。この国の一人当たり GCP は世界一で

あるにせよ、日本人の生活は「環境にやさしい経済活動ができる」ほど十分「豊か」でない。

よく言われるように、国民生活に「ゆとり」が欠けているからこそ、環境に十分な配慮を払

えないのである。 

日本という国が豊かなのは日本人が貧しいからだという逆説も成り立つように思える。 

この国に住む人々の学歴は高くとも、「環境問題に不安を抱いてきちんと発言できる」ほど、

その知的水準は高くない。知識の詰め込みといった教育は、そのために費やした時間のわり

には、知的水準の向上に寄与しない。いわんや公共的な社会問題について「きちんと発言で

きる」能力を身につけるという効果は皆無に等しい。 

先進地域に住む人々が発展途上地域での CO2 排出削減が不可避だというのなら、そのため

に必要な資金と技術を惜しみなく彼らに提供すべきである。 

 

2008 年 01 月 「排出権本位制のススメ」 小林慶一郎／経産省 朝日新聞  

世界中が不景気になることは温暖化防止には良い事だ。逆に好景気にすることは環境に悪

いことといえる。そもそも経済と環境の相反関係をもたらしている人間社会の制度的枠組

みに問題はないか？人間が利潤を追求すると必然的に環境に負荷をかけて、温暖化を促進

してしまう。この常識を反転させられないだろうか。 

二酸化炭素を吸収する公共財を証券化したもの(森林の所有権、炭素削減技術の特許権など)

を貨幣そのものとして流通させる経済制度を作るとどうなるか。不動産バブルで世界のあ

ちこちに無用な廃墟ができる経済よりは、投機マネーの力で森林再生や二酸化炭素の固定

化技術が開発される世界のほうがずっと夢がある。 

もし排出権が貨幣として流通するなら、規制なしでも企業は自主的に排出を削減し、排出権

を売ってもうけようとするだろう。まず政府あるいは中央銀行が排出権を一定価格で購入

する。排出権証券を納税手段や銀行間取引に使えるようにして、経済全体に流通するように

していく。つまり排出権を貨幣にする。 



 

2008 年 01 月 「温暖化」を食い物にする人々  別冊宝島 

次は何がおこるのか？ 

日本の CO2 排出量は 13 億トン（世界 3 位）、インドネシアは 3 億トン（世界 15 位） 

実際にはインドネシアではさらに 20 億トン排出ある。 

今までは沼地の中に泥炭があったため燃えなかったが、火災により 14 億トン、乾燥進んで

微生物が活発になることによって 6 億トン。温暖化のプロセスがさらなる温暖化の引き金

を引いた。 

シベリア西部の永久凍土の溶解。数十億トン（シベリア全土で 70 億トン埋蔵）のメタンガ

スの放出が始まっている。メタンガスの温室効果は CO2 の二十倍。 

大規模山火事。温暖化により引き起こされた熱波や感想などが要因。 

氷床で覆われた泥土が露出すれば、今まで太陽熱を反射していたのが今度は太陽熱を吸収

するようになる。 

台風やハリケーンの数は増えていない。しかし規模が現在のレベルをはるかに凌駕する。 

地球気温平均値はこの 100 年で 0.7･c 程度の上昇。だが海水温度の上昇はすでに 2･c を超

えている。中国沿岸では 8.7･c も上昇しているという報告すらある。サンゴの白化、越前ク

ラゲの異常繁殖、死滅回遊魚の越冬、岩手県沖での本来南の魚であるサワラの大漁。台風、

ハリケーンの巨大化。 

CO2 を排出しない原子力発電。高レベル放射性廃棄物プルトニウムの半減期は 2400 万年。

100 万 kw の原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物はガラス固化体 30 本／年。これ

までの使用済みは 20400 本。中国は 2020 年までに 100 万 kw 級原子力発電を 30 基建設。

35 年までに 150 基以上。恐ろしい。 

オーストラリアでの干ばつが止まらない。2006 年にはついに食糧輸入国になってしまった。 

アメリカは世界最大の小麦輸出国。この乾燥した大地を支えているのが日本国土の約 2 倍

の面積を持つ、氷河期に蓄えられた化石水のオガララ帯水槽。水量は琵琶湖の 150 倍。外

部からの補給がないためこの地下水はいずれ枯れる。 

アメリカの小麦生産量は 2003 年で 6300 万トン。輸出に回されるのは 50%。そのうち 10%

が日本へ来る。アメリカのトウモロコシの生産量は 2 億 5600 万トン。国内消費が 80%。残

りが輸出され、日本へはその 25%。 

日本は食糧自給率 40%。食糧廃棄率 25% 

石油が尽き掛けているというピークオイルはすでに始まっている。黄河の断流。 

 

2008 年 01 月 「環境再生と日本経済」  三橋規宏 岩波新書 

かつて人類にとって地球は無限とも言えるほど広く、大きく、頑丈な存在でしたが、二十一

世紀に生きる人類にとっては、地球はあまりに狭く、小さく積み木細工のようにもろい存在

になってしましました。 



カナダのブリティッシュ・コロンビア大学が開発したエコロジカルフットプリントの計算

によると、世界の人々が日本人並みの生活をすると、地球がもう 1.7 個分、エネルギー、資

源他消費型のアメリカ人並みの生活をすると 4.6 個分が必要になります。 

地球の限界が明らかになった二十一世紀、「無限で劣化しない地球」を前提に構築されてき

た大量生産→大量消費→大量廃棄のワンウェイ型社会は破綻に直面しています。それに代

わり、資源循環型で環境負荷の少ない社会へ向け、経済システムを大胆に切り替えていかな

ければなりません。そのために残された時間はあまりありません。破局を回避できるかどう

かは、時間との戦いになってきているように思います。 

もはや「人間の欲望は無限である」という前提ではやっていけません。「足るを知る」とい

う新しい考え方を一人一人が身につけることが必要です。 

バックキャスティングは将来の望ましい社会の姿を想定し、そこから現在を振り返り、今か

ら何をどのような手順で実施していくべきかを考えるための予測手段である。 

バックキャスティングから導き出される政策のほとんどが予防対策であることだ。現実社

会では起こってしまった災害の処理や対策にはすぐ政府予算が投入されるが、予防対策は

緊急度が低いと判断され、予算がつきにくい。 

二十世紀の国家目標に代わる新しい国家目標を描けず、日本人全体が方向喪失症に陥って

しまった。だがいまや、二十一世紀の国家目標は明らかである。世界に冠たる環境立国を作

り上げることである。 

 

2007 年 09 月 「海ゴミ/拡大する地球環境汚染」 小島あずさ,眞淳平 中央公論新社  

わたしたち人間が出したゴミを食べ物と間違えたり、ロープなどがからみついて身動きで

きないまま命を落としたりした動物たちの無残な姿には言葉がでない。ひとたび海へ流れ

出したごみがもたらす影響の深刻さ、たんなる掃除では自己満足の域を出ない現実。にもか

かわらず海ごみ問題が「美化・清掃」の範疇で語られるだけ。 

全国各地の海岸に漂着するごみの量がまったく減らず、拾っても拾ってもまた新たなごみ

が流れ着くという状況に対応しきれない地域も出てきている。 

私たちが使い捨てにし、海に流れ出してしまったプラスチックゴミが何十年という単位で

自然に帰ることなく海洋中に存在している。海に出たごみには国境などなく、人間以外の命

にも被害を与えながら漂っている。 

漂着ゴミの特徴は「さまざまなところで発生」「種類が多い」「プラスチック製のものが非常

に多い」。2005 年のデータでは回収された漂着ゴミ（個数）： 

1 位：硬質プラスチック 15.3% 

2 位：発砲スチロール 14.0%（漁業用大型浮きも含まれる） 

3 位：タバコの吸殻・フィルター11.7% 

4 位：プラスチックシートや袋の破片 10.4% 

5 位：ペレット 5.4%（さまざまなプラスチック製品を作るための中間材料） 



陸上から川などの水路を通って海へ流れ出るゴミは全体の 80%。そのうち海とは無関係な

われわれ日常生活ゴミは全体の 39.0%。 

北太平洋海域の微細プラスチック片の平均密度は 1970 年から 1980 年の 10 年間で一桁増

加。1990 年代には 4～5 年で一桁増加したと言われている。 

ペレットの多くはポリエチレンやポリプロピレンなどからできており、海水中の化学物質

が吸着しやすい性質を持っている。 

海を漂うプラスチック片には PCB やノニフェノールなど海水中の「環境ホルモン」が吸着

しており、プラスチック片を摂取することで、それが海洋生物の体内に取り込まれる。 

環境ホルモンが吸着した無数のプラスチック片が、魚や海鳥、微生物などに取り込まれる日

を待ちながら漂っている。 

海岸漂着ごみの回収・処理制度がない。ボランティアグループが善意で海岸のごみを拾った

場合、処理費用まで負担させられることがある。 

 

2007 年 09 月 「環境問題はなぜウソがまかり通るのか２」洋泉社 武田邦彦  

京都議定書の問題：計算基準に 1990 年が選ばれた理由→1990 年は東西ドイツが統合され

た年。つまりエネルギー効率の最も悪い年。イギリスはサッチャー政権によるイギリス病克

服と石炭焚き火力発電所がガス発電所に転換されていた頃。イギリスとドイツは京都議定

書締結時点ですでに目標を達成していた。ロシアはすでに 40%程度の削減はすんでいた。

したがって 0%削減目標はロシアにとって 40%増加を認められたようなもの。カナダが離脱

した現在、この条約を批准した国の中で日本だけが重い義務を課せられている。 

ペットボトルのリサイクル： 

１本のペットボトルを作るのに石油 80g、自治体で処理するのに 16g、リサイクル過程に

240g、リサイクルしたものを成形するのに 140g 必要。 

つまり１回使って焼却する場合→96g、リサイクルする場合→238g 

レジ袋は石油のあまり物（オレフィン）で作られている。専用ゴミ袋になると大きくなるの

で石油のあまり物で作ることができない。 

 

2007 年 08 月 「植物力・人類を救うﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ」 新名惇彦 新潮選書  

限りある化石資源エネルギーから脱却し、太陽エネルギーを固定化してくれる植物のバイ

オマスを資源・エネルギーの中心に切り換えることができれば、人類は三十世紀、いや四十

世紀まで生きていけるだろう。 

遺伝子組み換え作物を摂取しても、作物中の遺伝子は消化酵素によって分解されるので、そ

の遺伝子が体内で働くということはない。 

地球上におびただしい種類と数の生命が誕生した結果、大気中の CO2 は大量に消費され、

産業革命が始まる頃には 0.028%にまで減ってしまった。90%もあったものがほぼゼロに近

い量にまで減った。 



私たちのからだから出た CO2 が直接バラの花に変わるかもしれないし、植物を介して誰か

のからだに取り込まれるかもしれない。炭素だけでなく、酸素、水素、窒素もみんな循環し

ている。私たちのからだは地球からの借り物でできている。 

温暖化によってシベリアのツンドラの凍土が溶け出すと、土壌微生物が一斉に増えだしま

す。するとその呼吸反応によって酸素の消費とともに CO2 の増加に拍車がかかり、気温の

上昇はもっと早まる。 

CO2 濃度が 350ppm に達したのは 1988 年だが、あと 50 年で 700ppm に戻るとすると、

約 70 年で 7000 万年前の大気に戻る。つまり人類の活動が地球の時計の針を 100 万倍の猛

スピードで逆回転させたことになる。 

地球の定員についての一つの答えは、食糧供給面からの計算で出すことができる。2000 年

の世界の総穀物生産量は年間で 21 億ﾄﾝ弱である。そこで一人が一年間に消費する量がわか

れば、あとは単純な割り算で答えが出せる。 

アメリカ人は一人 900kgの穀物を消費するので 23億人。アメリカの人口は世界人口の 4.7%。

つまりアメリカ一国で世界の穀物の 12%を消費している。 

一人当たりの穀物生産量は減りつつある。1985 年の 375kg がピークで、2002 年は 327kg

であった。このままいくと 2015 年には生命を維持するのに必要な 250kg を下回ると推測

されている。 

1 ﾄﾝの穀物を生産するには 1000 ﾄﾝの水を必要とするという。わが国は水に恵まれているに

もかかわらず、食糧自給率が 40%に低下し、大量の穀物をアメリカから輸入している。 

わが国の 2000 年の総輸入量は 7.8 億ﾄﾝである。輸出しているのは、自動車、電子製品など

高付加価値の工業製品が主で、約 1 億ﾄﾝしかない。毎年 6.8 億ﾄﾝの物資が狭い島国にゴミの

ようにたまっていることになる。 

毎年わが国の農業に使われるリン酸肥料と同じ量のリンが、リン鉱石と輸入食糧から入っ

てくる。輸入食糧に含まれる大量のリンは環境中に拡散し、河川、湖、瀬戸内海などを汚染

している。これは富栄養化といわれる。植物や藻類、植物性プランクトンはリンと窒素、微

量金属イオンがあれば炭酸固定して繁殖する。 

2005 年現在、アメリカのダイズの 87%。世界のダイズの 60%が除草剤抵抗性ダイズであ

る。 

植物の葉は、裏にある気孔を目いっぱい開けて、大気中の CO2 を取り込んでいる。それは

いわば口を大きく開けているようなものだから、根から吸い上げた水は水蒸気になって気

孔から逃げていってしまうのだ。具体的には CO2 の分子を１つ取り込むのに水の分子を

500 個失っている。 

青菜に塩をかけると萎れてしまう。これは細胞の外側を浸している液体に塩分が加わって

濃度が高くなると、その浸透圧のために細胞内水分が引き出され、細胞が縮んで原形質分離

を起こすからである。 

 



2007 年 08 月 「リサイクルは資源のムダ使い」 講談社 小若順一  

ハイブリッドカー： 

充電する装置と電池とモーターが積まれる。それらを製造するために石油を使っているこ

とと、それらの重量が加わった車を走らせているので省エネにはならない。 

再生紙： 

再生紙が安くならないのは、バージンパルプから作るよりも、再生コストのほうがよけいに

かかるから。 

牛乳パック： 

牛乳パックはポリエチレンでラミネートされているので、はがす工程が入り、そのため設備

も必要で、再生するにはさらにコストがかかります。燃やして熱エネルギーを利用するのが

いい。 

ペットボトル： 

水を入れる２リットルのペットボトルを処分場に廃棄する場合、一本あたり 74 円の処分費

用がかかる。この廃棄の費用は市町村が税金で負担している。 

分別回収から簡易洗浄、圧縮梱包、輸送までは市町村の負担でペットボトル 1kg あたり 340

～730 円。これを選別、洗浄、破砕してフレーク状にしたものが再生品。この部分の加工費

用は事業者負担で kg あたり 100 円。このフレークはゴミを多く含むので、ペットボトルを

作っても汚くて食品容器としては売れません。使い道は作業着やカーペット、卵の仕切りシ

ート等。フレークの値段は２～3 円にしかならない。ナフサ以外はすべて燃やしている。ナ

フサから作ったペットボトルなどの石油製品も廃棄物になったら燃やして発電することに

するのが一番いい。 

ゴミ： 

ゴミの問題は資源の問題。資源を使う前に、ゴミになって困るようなものを使ってはいけな

い。分別するなら資源を使う前にするべきで、ゴミになってから分別しても手遅れです。ゴ

ミにして悪いものは塩素税をかければいい。塩素税で塩ビ製品が高くなれば、今のように何

にでも使われるような状況を改めることができる。生き物に敵対する有機塩素化合物全体

を減らすことができる。 

水： 

飲む水が１日に 1～2 リットルなのに、お風呂は 200 リットル以上。シャワーでも 5 分で

40 リットルくらいの水が使われます。大量の湯から放出される塩素や、発がん性や神経毒

性のあるトリハロメタンの量は、水道の蛇口から放出されるより、けた違いに多くなります。

そのうえ吸い込むと、代謝・分解されないまま、肺の細胞から直接、血液中に毒素が入るの

で、毒性は飲む場合より 100 倍から 10000 倍も高くなります。 

プラスチックの安定度 

第一段階：炭素と水素でできているポリエチレンとポリプロピレン。この構成元素に酸素が

加わった炭水化物や糖。燃やしても問題ない。 



第二段階：PET（ポリエチレンテレフタレート）やポリスチレン、フェノール樹脂。第一段

階のものに加えてベンゼン核を持っています。燃えにくいので煤がでる。 

第三段階：さらに窒素やリン、硫黄が加わったもの。産を中和する処理施設で償却すれば問

題ない。 

第四段階：それらに塩素や臭素、フッ素が加わったもの。生物の体の中にはほとんどない物

質。酸素が入り込む余地がないため酸化できない。酸化できない勇気塩素系化合物を燃やそ

うとしたときにダイオキシンなどの有害物質が発生する。 

合成洗剤： 

合成洗剤のいい香りは合成香料の強烈なニオイのこと。合成香料はアレルギーの一因にも

なる。合成洗剤の主成分は LAS（アルキルベンゼンスルホン酢酸）。人には脳・神経への悪

影響や皮膚への刺激性がある。この物質が選択廃水として環境中へ放出されるとなかなか

分解されないため、河川や土壌に大きな負荷をかけることになる。合成洗剤にはほかにも助

剤として蛍光剤、漂白剤などさまざまな化学物質が入っている。 

電気洗濯機： 

１回の洗濯にかかる電気代は 2 円なのに、乾燥にかかる電気代は 55 円。洗濯乾燥機は、洗

濯のときに水を節水していると宣伝しています。ところが乾燥するときに水冷式で除湿し

ているので水を流しているのです。3 時間も水を流しっぱなしにするので洗濯に近いほどの

水を使っています。 

2005 年度の家庭からの有害物質総排出量は 55000 トン。最も多いのは防虫剤のパラジクロ

ロベンゼンで 17000 トン。合成洗剤のポリアルキルエーテルは 16000 トン。合成洗剤の直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸は 13000 トン。 

食品製造業からは容器包装の印刷や接着に用いるトルエンが一番多く、183 トン。 

繊維工業は加工剤の溶剤に用いたトルエンを大気に 233 トン。コーティングの溶剤に用い

る催奇性物質の N－ジメチルホルムアルデヒドを大気に 1152 トン。 

木材・木製品製造業では合板の製造時に使用する接着剤の溶剤で発がん性物質の塩化メチ

レンを 2280 トン。塗料や接着剤の溶剤のトルエンを 238 トン。同じ用途のキシレンを 154

トン。 

パルプ・紙・紙加工製造業は溶剤のトルエンを大気に 10680 トン。セロファンの製造に用

いる神経毒の二硫化炭素を大気に 2619 トン。クラフトパルプの漂白工程で副生される発ガ

ン物質のクロロホルムを大気に 423 トン 

 

2007 年 07 月 「環境保護運動はどこが間違っているのか」宝島社新書 槌田敦  

あなたは地球環境のために何もできないでいる自分を恥じていませんか？しかし誰もが理

想的な“エコロジカル人間”になれるわけでもなければ、なる必要もありません。その当た

り前のことを認めた上で、環境問題を解決するためには何をしなければならないのか？ 

牛乳パック： 



昔牛乳はびんに入っていて 100%回収されていました。牛乳パックは良質のパルプから作ら

れているが、紙の両側にはポリエチレンフィルムがラミネートされている。パックを回収す

るにはこのポリエチレンを剝さなくてはならない。リサイクルすると経済性が阻害される。 

市民が無償で提供し、ボランティアで回収することによって民間の回収業者が生きていけ

なくなる。 

リサイクルしているという気持ちがびんを駆逐し、パックをさらに生産する。 

再生紙にも禁忌品というのがあって、カーボン紙、感熱紙、ビニール加工されたカバー、製

本用のり、ホチキスの針など。 

リサイクル運動はボランティアで古紙を回収することによって古紙の相場を下げ、既存の

古紙回収業者を圧迫した。余剰分をゴミとして捨てることによって需給調整してきたがそ

の調整機能も壊してしまった。 

いくら純粋なパルプを使っていても、表面にポリエチレンフィルムを使ってしまえば、消費

者がいくら頑張って回収したところで無駄なんです。 

自然界には生命の循環をはじめとしてさまざまな循環システムがあって、そこをいろんな

物質が循環しています。こうした自然の大きな循環の中に人間社会があるわけです。人間社

会は自然の循環から資源を取って、その一方で廃物を自然の循環に返します。人間社会が捨

てた廃物を自然の循環がぐるっと回してもういっぺん資源にしてくれるわけです。自然の

循環以外のところから資源を取って、人間社会で使って、それを自然の循環以外のところに

捨てているから汚染が発生するのです。 

紙を作る原料として南方の木材資源を日本に運んできたとします。ところがその木材の中

には、パルプになるセルロースだけではなく、リンやカリ、窒素の他に微量元素などの養分

がいっぱい入っている。それらをみんな日本に持ってきてその木材を日本で使ってもうい

っぺん自然の循環が回りますか？日本の土地はどんどん豊かになって、南の国々の土地は

どんどん貧しくなっていく。 

塩素はイオンなら悪さをしない。塩素ガスは反応性が非常に強い。有機物とくっついて最終

的には塩素イオンとして落ち着く。この有機塩素が問題。塩素系でないビニールなら燃やし

て発電してしまえばよい。 

汚染をもういっぺん資源にしますというのは永久機関なんです。自然の循環が永久になっ

ているように見えるのは、太陽光が入ってくると同時に、宇宙に熱を逃がすことによってエ

ントロピを処分できているからなんです。だからこの範囲内で科学技術を使う限りは問題

がない。同じことを自然循環のないところでやろうとするのはエントロピの法則を考えれ

ばできるわけがない。 

補助金をいっぱい使って砂漠に木を植えます。補助金でその木に水をやっている間は木は

育つ。 

いたずらに地球環境の危機を煽るようなことは、もういいんじゃないか。これまで述べてき

たように、この地球環境問題においては、人々を惑わす怪しげな理屈が多すぎるんです。だ



けどそんな理屈に踊らされていても、何にもなりません。 

今本当に必要なのは、環境問題をめぐるさまざまな状況をきちんと把握して、その問題を社

会のシステムの中で解決していく基本的なプログラムをつくり、その実現のために社会的・

政治的な運動を展開していくことなんじゃないかと思います。エコロジーやリサイクル運

動を行っている人たちの個人的な倫理に頼った運動が、社会的・政治的な運動の成立を拒ん

でいるという側面があると思っている。 

資源をよけいに使ってしまうリサイクルならやらないほうがいい。 

塩化ビニルはモノマーは発癌物質。可塑剤として多く含まれているフタル酸エステルは環

境ホルモン。不用意に燃やせば最強の毒物ダイオキシンの発生と、困ったことだらけ。ゴミ

の問題は資源の問題。資源を使う前に、ゴミになって困るようなものを使わない。分別をす

るなら資源を使う前にするべきである。使って悪い資源を使わないようにするためには税

金をかけることがよい。 

家電製品や自動車はレンタルがいい。消費者は販売店から製品を受け取り、リサイクル費用

までを含めたレンタル料を払います。不要になったときはどこの販売店でも無料で引き取

ってもらえるようにする。 

 

2007 年 06 月 「地球温暖化/人類滅亡のシナリオは回避できるか」扶桑社新書 田中優  

2007 年 2 月、「気候変動に関する政府間パネル」（IPPC）が地球温暖化に関する第四次報告

を発表しました。慎重に言葉を選ぶ科学者たちの集まりですから、「可能性がある」とは言

っても、断言することはめったにありません。しかし今回の報告では非常に自信を持って驚

くべき内容を発表しました。「気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは大気

や大洋の世界平均温度の上昇、雪氷野広範囲にわたる融解、溶解、世界平均海面水面の上昇

が観測されていることから、いまや明白である」と。 

1993 年から 2003 年にかけて世界で発表された地球温暖化をキーワードとする学術論文は

928 本あったそうですが、その中に「人為的な影響」を否定しているものは１つもありませ

ん。 

ヒマラヤの氷河では解けだした水が自然にたまって氷河の中に湖を作っています。ヒマラ

ヤ・チベットではこの 50 年ほどの間に 4997 もの氷河湖が増えたと報告されています。こ

の氷河湖は人間が頑丈に作ったものではないので突然に決壊します。その被害が各地にお

き始めているのです。アジアの水源はみなヒマラヤ・チベット高原にあります。 

世界の戦争地域は５つに分類することができます。一つは石油がある地域。もうひとつは天

然ガスが採れる地域。もうひとつはそのパイプラインが通る地域。あとは水が豊かな地域と

鉱物資源が取れる地域。よく民族戦争だ、宗教戦争だとかいいますけれども、そんなのは言

葉の上で利用されているにすぎない。 

人間の感じる温度とは室温と壁の温度の平均温度である。西側の窓によしずを張ると部屋

の温度は 2･c 下がる。さらにつる植物でカーテンを作ってやると植物は根っこから水を吸



い上げて葉っぱの裏側からずっと蒸発させる。 

 

2007 年 06 月 「循環型社会」  吉田文和 中公新書 

「家電リサイクル法」で対象となっているテレビ・エアコンの約１／３が輸出に回っており、

循環型経済を一国で閉ざすことができない。 

日本の穀物自給率は約 30%で、穀物の輸入にともなう窒素の流入量は毎年 100 万トン以上

が環境中に排出される。食品の輸出は土の輸出であり、輸入は糞尿の輸入である。 

1999 年から始まった名古屋市の廃棄物減量化政策の 2 年後に挙げられた課題 

１．ごみ減量化に伴い環境負荷は実際に低減したのか？CO2 の排出量は増加しているので

はないか？ 

２．ごみ問題を契機として、社会の構造がめざすべき循環型社会に接近しているのか？大

量生産・大量消費・大量廃棄に大量リサイクルを追加しただけではないか？ 

３．リサイクルの徹底がコスト増を招き、市民の負担が増えているのではないか？ 

４．めざすべき循環型社会について社会／地域の構成員の中で共通の理解が得られている

か？ 

一般にリサイクルにリユースを含めてしまうが、厳密に言えばリサイクルは再生利用に限

定される。再生利用するからエネルギーが新たに必要となる。リユースの場合はかからない。 

ペットボトル：1997 年から「容器包装リサイクル法」施行を見越してペットボトルが急増

した。ペットボトルの利益率は低いのでそれを薄利多売でカバーしようとする。したがって

一層のペットボトル増加となる。リサイクルできるような幻想がペットボトルの需要を増

やした。 

ガラスびん：1990 年以降減少傾向にある。その中でもリターナブルびんの使用はガラスび

ん全体の 20%程度に下がっている。ワンウェーびんは廃棄され砕かれてカレットになり、

新しいびんの原料になるが、最近のびん需要減少に伴ってカレット使用量は横ばい状態。 

プラスチック製包装容器：プラスチックの国内生産量のうち四割以上がトレーなどの包装

容器である。全国のプラスチック再商品化実績(2002 年)は 14%。他は燃料としての利用。 

スチール缶、アルミ缶：リサイクルしやすいだけでは環境に優しいとはいえない。日本にお

ける 260 万台にのぼると言われる飲料自動販売機の電力消費（100 万キロワットの発電所

が必要）や景観破壊の問題も避けて通れない課題。 

現行の「容器リサイクル法」体制がリターナブルびんの使用よりもワンウェーびんの使用を

促進し、ペットボトルの増加を招いているとすれば、それは決して循環型社会の基本理念に

即したものではない。「大量生産の免罪符」となって「大量廃棄が大量リサイクルに代わる」

ということになってはならない。 

リユースびんはほとんどの費用を品物の値段に反映させなければならない。一方ワンウェ

ーびんは制度に「ただ乗り」して値段を下げられる。 

「容器包装リサイクル法」は、総括的にみて。「発生抑制の観点が十分に取入れられておら



ず廃棄物をいかに処理するかという発想から抜け出していない。 

 

2007 年 04 月 「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」 洋泉社  武田邦彦  

ペットボトルのリサイクルを始めた 1993 年から 2004 年までのペットボトルの消費量は一

人当たり 500ml で 8 日に 1 本から 2 日に１本に増えた。 

2004 年にはペットボトル 51 万トン作っているが、作るのに 102 万トンの石油を使い、24

万トンを分別回収してリサイクルしようとしているので、そこで 24 万トンの 3.5 倍の 84

万トンの石油を使う。残りの 27 万トンは捨てられているから、運搬や施設などに 2 万トン

の石油を使う。総計 188 万トンの石油を使った。 

日本では１年に 430 万トンのプラスチックを容器や包装に使っている。 

レジ袋だけが何故目の敵にされるのか？石油は自動車や家電製品などに使う原料を取れば

残りのものはそれほど価値がない。もともとは余り物の石油をなんとか袋にしている。もし

安いプラスチックを包装にでも使わなければ捨てるだけになる。 

石油は日本へ 1 年間に 2.5 億トン輸入され、この 2.5 億トンのうちのほとんどが燃料として

使われる。自動車で３分の１を使い、産業で 15%使い、航空機で 2%を使う。 

自動車は毎年 5200 万トンぐらいの物質を使って作られる。ガソリンや軽油は 9000 万トン

も使う。合計で 1 億 4200 万トン。それに道路を整備したり、信号を作ったりするので、自

動車関係で毎年、3 億 2000 万トンぐらいの資源を使う。ペットボトルの 1200 倍である。 

1985 年を境にして新しい油田の発見量よりも消費量の方が上回るようになった。2030 年

ぐらいには可採年数が尽き、石油が枯渇する。石油が枯渇すれば地球温暖化は自動的に解消

する。 

リサイクルやダイオキシン、地球温暖化対策といったことを論議して、環境問題を真剣に考

えている気になるのはもう止めよう。 

 

2007 年 04 月 「環境問題のウソ」 ちくまプリマー新書 池田清彦  

環境問題って実はおいしいビジネスで、これで儲けている人たちが大変だ大変だと騒いで

いるんじゃないかと勘ぐっているわけです。 

ダイオキシンは炭素、水素、酸素、塩素というどこにでもある元素の化合物だ。これら四元

素を含むものを数百度･c の熱にさらせば必ず生ずる。ということは山火事が起きればダイ

オキシンができる。 

塩ビを燃やしても塩水をつけて乾かした紙を燃やしても、同じようにダイオキシンができ

ることに変りはない。0.1%以上の塩素濃度のゴミであれば、何を燃やしても何%の濃度でも

生成するダイオキシンの量には変りはない。 

 

2007 年 04 月 「データで検証！地球の資源ウソ・ホント」井田徹治 講談社ブルーバッ

クス 



人間が毎日使っている資源が、毎朝、トラックで自宅に運ばれてくると考えてみよう。まず

初めの日、紙の原料となる木材、シャンプーや石鹸に使われる化学物質、一日分の金属や、

石、セメントなどが玄関に積み上げられる。なんとその重さは 100 キログラムを超える。

そう簡単には片付けられない重さである。翌日も、その翌日も、毎日これだけの量が配達さ

れる。一年間で 37 トン、10 トン車トラック四台分近い膨大な量である。 

現代の人間の生活を支えている物質の種類は数限りない。塩素や炭素といった単純なもの

から、ネオジウム、イットリウムといった馴染みのない元素や、カドミウム、鉛などの有害

な元素も少なくない。これらの元素が複雑につながりあい、作られた複雑な物質をリサイク

ルすることは至難の業だといえる。 

ごみの中身を見ると、1960 年前後まで家庭ごみにはほとんど見当たらなかったプラスチッ

クごみが急増する。これが大量生産、消費、廃棄という 20 世紀型産業文明の帰結です。 

21 世紀の人類にとって何よりも大切なことは、社会に入る資源の流れの幅と、廃棄される

ごみの流れの幅を細くすることだ。ムダをなくし、不要なものを買わない。プラスチックよ

りも木材製品、化石燃料よりも風力エネルギー。流れを細くする手だてはたくさんある。し

かしこれには大きな努力が必要だ。 

「われわれは、いったいどこまでいったら満足できるのか」われわれがどのレベルで満足す

るのかによって、何が豊かならそれを幸福だと感じるかによって、必要となる食料や資源の

量は全く違ってくるし、宇宙船地球号の定員も変わってくる。身の回りに物があふれ、冷蔵

庫の中がエキゾチックな食べ物でいっぱいになっていることを幸せと思うのか、百年前に

作られた重厚な木の食卓について、庭で作った、虫が食っていても新鮮な季節の野菜を味わ

うことを幸せと思うのかを何よりも先に問わねばならないということだ。 

 

2007 年 04 月 「地球はあと１０年で終わる」洋泉社 伊藤翠･山崎徹･筑後則･花井陽光 

＜温暖化＞ 

最悪の未来を回避するために残された時間はあと１０年しかない。 

ここ 100 年の間で 1996 年から 2005 年の 10 年間に、もっとも暑かった 9 年が集中してい

る。平均気温は 20 世紀全体で 0.8･c しか上昇していないのに、ここ 30 年で 0.6･c 上昇して

いる。二酸化酸素濃度は産業革命以前の 280ppm から 2005 年には 379.1ppm まで上昇し

ている。世界銀行のスターンレポートでは、排出量削減のための対応をしなかった場合、世

界平均気温が 2･c を突破するのは 2035 年。温室効果ガスの濃度は 500～550ppm に安定さ

せなければならない。 

北極圏の温暖化が進むと、シベリアやグリーンランドの永久凍土が融解し、凍土中に閉じ込

められているメタン（二酸化炭素の 21～25 倍の温室効果）が大気中に放出される。 

氷河から融け出た淡水は北極海の塩分濃度を薄め、ヨーロッパに温かい気候をもたらして

いる海流を止めてしまう。アメリカ海軍の潜水艦の調査では、北極海の氷の厚さは 40 年で

40%減少している。海氷は表面が明るいので表面に届く太陽光の 80%を反射する。 



北極圏は大地のほぼ４分の１が永久凍土に包まれていて、土壌に含まれる炭素の 25～33%

が蓄積されている。永久凍土が融けるとそれら炭素が露出する。その結果、メタン細菌が働

いて古代の有機物を分解するようになり、その分解の過程で副産物としてメタンを放出す

る。永久凍土の地下３m くらいまでは気温の変動に反応する活動層と呼ばれる層。その活

動層の下には膨大なメタンの貯蔵源であるメタンハイドレートが眠っている。メタンハイ

ドレートはいわば凍ったメタンであり、空気中にあるメタンの 3000 倍の容量がある。海底

からのメタン放出の源泉にもなっている。どこかに決定的な臨界点が存在する。そのライン

を超えていったん融解プロセスに入るとそのプロセスは自身で廻り続ける。 

二酸化炭素は大気や海の間で交換されていて、大気から海に吸収される量と、大地や海から

大気中に放出される量は 2000 億トンでほぼバランスしている。人間が排出する二酸化炭素

は年間 70 億トン。人間が排出した二酸化炭素を海や大地が吸収できる量は約半分。残りは

100 年かそれ以上の期間中大気に溜まって温室効果を発揮する。 

＜海が死ぬ＞ 

英国気象局によれば、地中海の表面温度は長い間 24～27･c の間で変化していたが、2006 年

の 8 月には 29･c を記録。その暑さがクラゲの好物であるプランクトンを大量発生させた。

本来クラゲは塩分濃度や海水温度の高い外洋を漂う生物である。最近、温暖化によって川を

流れる水量が減り、海岸の塩分濃度と海水温度が外洋と同じように変わってしまったから

だと言われている。スイスにある国際自然保護連合は「世界のサンゴ礁は、おそらく全体の

20%がすでに失われているだろう」 

窒素、リン、動物の排泄物などが海に大量に流れ込んでいるため、海はそれらを栄養とする

植物性プランクトンや藻が繁殖するのに格好の環境になっている。大繁殖した植物プラン

クトンや藻は、生命を終えると海底に沈む。その亡骸はバクテリアによって分解されるのだ

が、分解する過程で海水から大量の酸素を奪う。海は海水温度と塩分濃度が上昇し、低酸素

化が進む。 

＜メキシコ湾流の停滞＞ 

メキシコ湾流が北へ大量の熱を運び、現在の温度を保つ重要な役割を果たしている。熱帯か

ら来た表層水はグリーンランドとノルウェーの間の冷たい大気や海水によって冷却され、

さらにその冷たさによって蒸発するため塩分濃度が高くなる。その結果「海水の沈み込み」

が発生する。海洋大循環は全地球規模の流れであり、一周するのに 1000～1500 年かかる。

深層水の流れが弱くなったのは温暖化によって海氷や氷河、グリーンランドの氷床が融け

て、大量の淡水が北大西洋に注ぎ込んでいるからである。 

海面上昇をもたらす主たる要因は、海水面温度の上昇による熱膨張、および氷河と氷帽の融

解による。しかし住民にとって唯一意味のある数字は海水が最大でどこまで上がってくる

かということであって平均潮位ではない。 

＜熱波とハリケーン＞ 

1995 年 6 月： アメリカのシカゴで熱波 41･c 



2003 年： ヨーロッパで熱波、インド南部で 45･c を上回る日々。最高 47.5･c 

2004 年 2 月： オーストラリア南部や東部で猛暑（48.5･c） 

2005 年 8 月： アメリカのメキシコ湾岸を襲ったハリケーン「カトリーナ」 

2006 年 7 月： ヨーロッパで熱波 

＜旱魃＞ 

温暖化によって土地の乾燥化が進む。旱魃によって食料価格は空前の高騰を示し、食料や水

資源の公平な配分をめぐる紛争が激発するだろう。OECD 経済協力開発機構によれば世界

の食料生産は地球総人口の必要を十二分に満たしている。にもかかわらず、現実の世界では

人々の志望原因の第一位は飢えと栄養不足であり、飢餓人口は優に８億人を超え、毎日

25000 人が飢えと貧困によって命を落としている。 

 

2007 年 01 月 「環境問題の杞憂」 藤原良 新潮新書  

海洋深層循環の原動力は北大西洋の海水と氷である。北大西洋の表面には、赤道方面から暖

流が流れてくる。海表を流れてきたため水分が蒸発して塩分濃度が高くなっている。これが

北大西洋に到着すると、海に浮かぶ氷や冷たい海水で冷やされれる。塩分濃度が高いため、

冷えて体積が収縮すると周囲の海水より重くなるため海底まで沈んでいく。海洋深層循環

は海水だけでなく熱も地球規模で循環させて地球全体の気候に大きな影響を及ぼす。温暖

化は海洋深層循環のエンジンを弱める方向に働く。まず中緯度地方の降水量が増加するの

で、大西洋を北へ向かう海流表面の塩分濃度が低下する。さらにグリーンランドで氷が氷解

し、塩分濃度の低い海水が北大西洋に流れ込むので、南から来た海水を一層薄める。温暖化

のために北大西洋の海水が凍らなくなれば、南から運搬されてきた海水は冷却されなくな

り循環が停止する。 

 

2007 年 01 月 「エコシフト」 講談社現代新書 マエキタミヤコ  

あるニュースをひとりの人が毎日ひとりずつに伝え、聞いた人もまた一日ひとりずつに毎

日伝えるとすると、このニュースを日本人全員が知るのは２８日目。意外と早いと思いませ

んか。 

特に男の人は、食材の買物をすることが少なく、それが環境問題にリアリティが持てない要

因のひとつになっています。けれど、これからますます美容と健康への関心が高まり、有機

食材やフェアトレード食品に関する情報供給も増えるでしょう。どんな食材をどうやって

手に入れ、どうやって料理して誰とどうやって食べるか、掃除や片付け、洗濯や子どもを育

てるとはどういうことか。当たり前のことですが、生活とはそういうことです。子どもが育

てられない社会という時点で、それは貧困状態であり、悪環境のはじまりなのかもしれませ

ん。 

２１世紀は「すべてバレる」時代です。アカウンタビリティは、官僚にも企業経営陣にも

NGO リーダーにも、そして一般の個人にも求められるようになってきました。自分のライ



フスタイルを見直すこと、NGO に参加してアドボカシー（政策提言）すること、どちらも

ぜひやってください。いま社会を変え始めなければ人類は生き残れない。 

自分のライフスタイルをできる範囲で少しずつ変えていく。その目印となるのがエネルギ

ーと自然資源の使われ方です。 

100g の CO2 を１ポコといいます。CO2 のかたまりであるドライアイスを水に入れると、

ポコポコと音がするので「ポコ」。スーパーでもらう 10g のレジ袋を作るときに 30g、燃や

すときに 31g の CO2 が出ます。そうすると合計が 61g。つまりマイバッグを持って買物に

行き、「あ、けっこうです」といってレジ袋を２枚もらわなかったときに、あなたがセーブ

する CO2 の合計量がだいたい１ポコになります。 

ガソリン１Lit＝23 ポコ 電気１kwh＝3.6 ポコ 都市ガス１m3＝21 ポコ 

2004 年の日本の CO2 排出量は 13 億 2900 万トン。ひとり当たり 10.4 トン。1 日当たり

285 ポコ。京都議定書の目標値「マイナス 6%」を達成するためには大人は 20 ポコを目安

に減らせばよい。 

世界が日本に期待しています。日本には「環境の才能」があり、経済大国でもあり、虫の声

を雑音ではなく「声」として聞くことができ、たくさんの緑色を見分けられる人がいっぱい

いて、ほかの先進国よりは奴隷の歴史が少なく、先進国の中で唯一、平和憲法を持った国だ

から。 

＜何ポコ減らせる？＞ 

○ 車、交通手段 

アイドリングストップを 5 分する    1 回／ 1.1 ポコ 

 車で走る距離を 1km 減らす    １回／ 2.0 ポコ 

 車をハイブリッドカーにする    １日／22.0 ポコ 

○ ゴミ、リサイクル 

レジ袋１枚（10g）もらうのをやめる   １回／ 0.6 ポコ 

アルミ缶を１本リサイクルする    １回／ 2.0 ポコ 

ペットボトルを１本リサイクルする   １回／ 1.0 ポコ 

牛乳パックを１本リサイクルする    １回／ 2.0 ポコ 

○ 冷暖房機器 

エアコン冷房設定温度を 27･c→28･c にする   １日／ 0.5 ポコ 

エアコン冷房（28･c）を１時間短縮する   １日／ 0.9 ポコ 

エアコン暖房設定温度を 21･c→20･c にする   １日／ 1.5 ポコ 

エアコン暖房（20･c）を１時間短縮する   １日／ 1.1 ポコ 

電気カーペット設定温度を「強」→「中」にする  １日／ 4.0 ポコ 

電気コタツ設定温度を「強」→「中」にする  １日／ 1.0 ポコ 

○ 家電機器 

電気製品を長時間使用しないときプラグを抜く  １日／ 2.4 ポコ 



冷蔵庫の設定温度を冬場「強」→「中」にする  １日／ 1.6 ポコ 

冷蔵庫の詰めすぎをやめる    １日／ 0.7 ポコ 

冷蔵庫の無駄な開閉をやめる    １日／ 0.2 ポコ 

温水便座のふたを閉める     １日／ 1.0 ポコ 

温水便座の設定温度をこまめに低設定する   １日／ 0.4 ポコ 

○ その他 

お風呂の残り湯を洗濯に使う    １日／ 0.5 ポコ 

シャワーを 1 分間短縮する    １日／ 0.6 ポコ 

 

2006 年 12 月 「プラン B」 レスター・ブラウン／ワールドウォッチジャパン 

使い捨ての経済の代わりに、包括的な「リユースとリサイクルの経済」が誕生するだろう。

自動車やコンピューターなどの耐久消費財は、各種部品に解体し、完全にリサイクルできる

ように設計される。一度しか使用できない飲料容器などの使い捨て商品はなくなるだろう。 

人類全体の需要が初めて地球の再生能力を超えたのは 1980 年頃だという結論に達した。

1999 年の世界全体需要は再生能力を 20％上回った。 

農耕が始まったとき、人類と家畜とペットが総重量に占める割合は 0.1%に満たなかったが、

現在は 98%に達しているという。残りの 2%が野生動物である。 

世界の八億台の自動車所有者は、一日当たり一ドル以下で暮らす十二億人と食料資源を争

うこととなる。 

世界の五つの主要産品（穀物、食肉、石油、石炭、鉄鋼）のうち、石油以外では中国の消費

量はアメリカを超えている。2005 年の中国の穀物消費量は、3 億 8000 万トンで、アメリカ

の 2 億 6000 万トンより圧倒的に多い。2005 年の中国の食肉消費量は 6700 万トンで、ア

メリカの 3800 万トンを大きく引き離している。 

中国では 2003 年鉄鋼の使用量は 2 億 5800 万トンに対し、アメリカは 1 億 400 万トンだっ

た。中国経済が建設ラッシュに突入して、膨大な工場や高層マンションやオフィスビルが林

立し始めて、鉄鋼の使用量はかつてないほど急増している。 

耐久消費財については、携帯電話、テレビ、冷蔵庫の台数では中国が世界一位だ。 

中国の一人当たり所得が現在のアメリカと同じになる（2031 年）とすると： 

 中国の穀物消費量は現在の世界全体の穀物生産量の約 3 分の 2 になる。 

 中国の紙の消費量は現在の全世界の生産量 1 億 6100 万トンの 2 倍に相当する。 

 中国の石油消費量は 1 日当たり 9900 万バレル。現在の世界の石油生産寮は 8400

 万バレル。 

 中国の車の保有台数は 11 億台。現在の世界の保有台数 8 億台を大幅に超える。 

化石燃料に依存したクルマ中心の使い捨て経済という、欧米型経済モデルは 2031 年の中国

には通用しない。どこの国も同じ世界市場で石油、穀物、鉄鋼という資源をめぐり争ってい

る。結局従来の経済モデルは先進国でも成り立っていかなくなる。 



正常に機能しない今日の世界経済は、環境に及ぼすコストを含まない歪められた市場価格

によって形成されてきた。私たちが直面している環境破壊の多くは、市場の歪みによっても

たらされたのだ。 

農場でのエネルギー使用に注目が集まることが多いが、アメリカでは、これは食料システム

のエネルギー使用量のわずか５分の１を占めるにすぎない。食料の輸送、加工、包装、販売

促進、消費者側での調理が、5 分の４近くを占めている。 

農家で使用されるエネルギー →食料システムで消費されるエネルギーの 21% 

農家から消費者への輸送に使われるエネルギー →14%。石油が安いためにフードマイ

ルズは長くなった。ニュージーランドからイギリスへブルーベリーを輸送する。ワシントン

のスーパーマーケットで冬に売られている新鮮なブドウは、5000 マイルも離れたチリから

飛行機で運ばれる。 

包装に使われるエネルギー →7%。包装材に費やされるエネルギーの量が、包装さ

れている食品より多いことも珍しくない。 

台所で使われるエネルギー →58%。食料の冷蔵・冷凍や調理に使われるエネルギー

量が最大。 

エタノールの原料にサトウキビを使うブラジルは、年間約 40 億ガロンを生産しており、国

内の自動車燃料の需要の 40%を満たしている。トウモロコシを燃料に使うアメリカは 2004

年に 34 億ガロンのエタノールを生産したが、膨大な数の自動車が消費する燃料の 2%弱し

か供給していない。2005 年の予測では、アメリカのエタノールの生産量は少なくとも一時

的にはブラジルを越える見込みだ。 

食料やバイオ燃料の原料になる農作物の価格が低く、石油価格が高い場合、その農産物は燃

料生産者の手に渡る。 

ピークオイルが目前まで迫っているかもしれないのに、大半の国は今後数十年間での石油

使用量の増加を当てにしている。実際、石油が安い状態が永遠に続くかのように、自動車組

み立て工場、一般道路、幹線道路、駐車場、郊外の住宅地がつくられている。空の旅と航空

運輸業が無限に拡大するという期待のもとに、新しい航空会社はビジネスを展開している。

しかし、産油量が減少している世界では、どこかの国が石油の使用量を増やそうとすると、

他の国が犠牲にならなくてはならない。 

これほど石油価格が上昇すると、自動車を運転する裕福な人々が低所得の食料消費者と、食

料資源をめぐって争うことなり、世界は新しい複雑な道徳問題に直面することとなる。 

世界がいま必要としているのはさらなる石油ではない。来るべきピークオイルから目をそ

らさず、正面から取り組める有機ある、強力なリーダーシップだ。 

世界ではかつてなく大規模、かつ深刻な水不足が起こっている。水不足の多くは、地下水位

の低下というかたちでやってくるため、大々的に報じられている森林火災や砂漠の拡大と

は違って、見た目にはなかなかわからない。世界の水不足は最近の現象で、20 世紀後半の

50 年で水需要が 3 倍に増えたことが原因となっている。無数の灌漑用井戸が掘られ、多く



の地下水層（帯水層）から自然システムで補充される量を超える地下水が汲み上げられた。

ほとんどの場合、揚水規制が実施されなかったため、多くの国で地下水位が低下しているが、

こうした国々には世界人口の半分以上が住んでいる。 

私たちがそのまま飲む「水」はもちろんのこと、コーヒーやビールなど何らかのかたちで必

要とする飲料水は一人当たり一日約４リットルなのに対し、食料生産に必要な水の総量は

その 500 倍の一日最低 2000 リットルである。世界全体の水利用では、70%が灌漑用水とし

て使われていることも、こうした理由からである。そのほか、20%が工業用水、10%が生活

用水として利用されている。 

北京周辺で掘られた深井戸から水を汲むには、いまや 1000 メートルの深さが必要 

中国の穀物生産は史上最高となった 1998 年の 3 億 9200 万トンから、2005 年の推計 3 億

5800 万トンまで落ち込んでいる。主要穀物生産国のなかでは、現在のところ中国だけが大

幅に減産した。世界規模の食料危機と穀物価格の高騰が増産のインセンティブになるとし

ても、灌漑用水不足にあえぐ中国が以前の生産レベルを回復することは難しいだろう。 

インドの水事情に関して、インドは世界でもっとも井戸掘りが盛んな国であり、2100 万本

もの井戸が、国土のほぼ全域で地下水位を低下させている。グジャラート州北部の地下水位

は毎年 6 メートルのペースで下がりつつある。 

アメリカでは三大穀物生産州であるテキサス、オクラホマ、カンザスの一部で地下水位が 30

メートルあまり低下した。 

パキスタンでも地下水が汲み上げられている。この国の 1 億 5800 万の人口は毎年 300 万

人のペースで増加している。肥沃なパンジャブ平原の地下水位は、インド側と同様に低下。

イスラマバードとラワルピンディの両市付近の観測井戸では、1982～2000 年にかけて、地

下水位が毎年 1～2 メートルくらいの割合で低下している。 

イラン（人口 7000 万人）は地下水層から年間平均 50 億トンの水を過大に汲み上げている。

これがこの国の穀物生産量の 3 分の 1 を支えている。 

1984 年に実施されたサウジアラビアの全国調査によると、化石帯水層には 4620 億トンの

水が貯えられていたが、スミスは現時点でおそらくその半分がなくなったと伝えている。 

隣国のイエメン（人口 2100 万人）では、ほぼ全土にわたって地下水位が、毎年、約 2 メー

トルづつ下がっている。 

メキシコの農業地帯のグアナファト州などでは地下水位が毎年 2 メートル以上低下してい

る。 

断流はアメリカ南西部の大河コロラド川と、中国北部の大河である黄河で発生している。そ

の他の大河―エジプトの生命線であるナイル川、パキスタンの灌漑用水の大半を供給する

インダス川、流域に多くの人口を有するインドのガンジス川も乾季にはほとんど干上がっ

たり流量が著しく低下したりする。完全に干上がってしまった小河川も少なくない。 

発電用のダムが使うのは川の水ではなくそのエネルギーだけだと主張することが多いが、

蒸発率が高い乾燥地及び半乾燥地の場合、貯水池で蒸発によって失われる年間水量はおお



むね貯水量の 10%に相当する。 

中国の黄河は全長 5500 キロメートルで五つの省を流れて黄海に注いでいるが、この数十年

来、問題が山積している。海まで届かぬうちに流れが消えてしまうという「断流」が 1972

年に初めて発生し、1985 年以降は頻繁に見られる。 

アスワン・ダムの建設前は毎年約 320 億立方メートルの水がナイル川から地中海へ注いで

いたが、ダム建設後は灌漑用水などの需要や蒸発も増えたため、流出量は 20 億立方メート

ルを割り込んだ。 

東南アジアのメコン川も流量が減っている。上流の中国がダムを建設しているからである。

カンボジア、ラオス、タイ、ベトナム（四カ国の合計人口は 1 億 6800 万人）をはじめとす

る下流諸国からは、流量の減少に不満の声が上がっているが、メコン川の水及び水力の開発

に向けた中国の取り組みに影響を与えることはなかった。 

チグリスとユーフラティスの両河川ともトルコに源を発し、イラク川を流れてペルシャ湾

に注ぎ込む。トルコやイラクに大型ダムが建設されたことによって、かつての「肥沃な三日

月地帯」に流れる水量が減少したが、これはデルタ地帯を豊かにしていた広大な湿地の 90%

あまりが破壊される一因ともなった。 

河川の流量が減り、地下水の汲み上げすぎで地下水位が低下するにつれ、湖も縮小あるいは

消滅している。中央アフリカの「チャド湖」、中央アジアの「アラル海」、イスラエル北部の

「ガラリヤ湖」。 

カリフォルニア州の「オーエンズ湖」は 1913 年にロサンゼルスが取水するようになってか

ら 10 年あまりで湖は消滅した。「モノ湖」は多くの渡り水鳥の飛来地だったが、1941 年に

ロサンゼルスの取水が開始された後、この湖の水位は約 10 メートル下がった。 

ヨルダン川の流量が減少するので「死海」の縮小は「ガラリヤ湖」よりも急速に進んでいる。

過去 40 年間で水位は約 25 メートル低下した。ヨルダン川がイスラエルを南方へと通過す

る際に取水され、ヨルダン国内の地下水位も急速に低下していることから、死海は 2050 年

までに完全に消滅する可能性がある。 

縮小する湖や内海のなかでも、アラル海ほど注目を集めているものはない。1960 年以降、

水量が五分の一まで減った。1960 年に旧ソ連がシルダリヤ・アムダリヤ川流域の恩恵を受

ける地域を、広大な綿花栽培地帯にして国内の繊維産業を支えようとしたことが発端。 

湖の消滅が最も顕著なのは中国。黄河主流が流れる中国西部の青海省にはかつて 4077 の湖

があったが、過去 20 年で 2000 以上が消滅した。北京を囲む河北省の状況はさらに悪く、

全域にわたって地下水位が急速に低下しており、1052あった湖のうち 969が消滅している。 

インドのカシミール渓谷では多数の湖が消滅し、ダル湖の面積は 75 平方キロメートルから

12 平方キロメートルまで縮小している。インドの大部分で地下水位が低下していることか

ら、多くの湖が消滅または急速に縮小している。 

メキシコでは水の供給量を上回るほど人口が増加している。国内最大のチャパラ湖は人口

500 万人のグアダラハラの主要な水の供給源だが、地域での灌漑利用の拡大から、湖の水量



は 80%減少した。 

１トンの鋼鉄を製造するのに必要な水は 14 トン。１トンの小麦を栽培するのに必要な水は

1000 トン。穀物輸入はもっとも効率的な水の輸入手段となる。穀物は実質上、水収支を合

わせるために使われている。同様に穀物の先物取引は、ある意味では水の先物取引といえる。 

将来中東で戦争が起こるとすれば、石油ではなく水をめぐる争いになる可能性が高いとよ

くいわれるが、水の争奪戦は世界の穀物市場で発生している。この戦いを制するのは必ずし

も軍事力が強い国ではなく、むしろ経済力が強い国だろう。 

過剰揚水は食料需要を満たす一つの方法ではあるが、いずれ地下水層が枯渇した時点で食

料生産が減ることを約束されているようなものだ。多くの国が持続不可能な地下水の汲み

上げによって食糧生産が見かけ上増えるという、いわば食料バルブを作り出している。テキ

サス、カンザス、ネブラスカ州でも灌漑用水の 70～90%を、水が補給されない化石帯水槽

から汲み上げている。地下水が枯渇したとき水は補給されない。 

産業革命が始まったころ、大気中の二酸化炭素濃度は 270ppm であった。2005 年に記録さ

れた 379.6ppm という濃度は、過去 74 万年では類がなく、5500 万年以来の高さかもしれ

ない。 

過去数十年間で干ばつに見まわれた地域は 1970 年代には地球の陸地面積の 15%。2002 年

には 30%になった。 

夏期の気温がわずか 1.6･c 上昇するだけで、西部 11 州での山火事発生面積が倍増しかねな

い。 

アメリカで二週間早く春が到来している。 

ミドリツバメの巣作りが、40 年前より 9 日間早い。 

アカギツネの生息地が北上し、ホッキョクギツネの生息範囲に進入した。 

変化の影響が及ぶ速さは予想以上だ。生態系は 10 年前に考えられていた以上に気候変動の

影響を受けやすい。 

植物の光合成は気温が 20･c に達するまでは気温の上昇につれて活発になる。20～35･c ま

では横ばいが続き、35･c を過ぎると弱り始めて､40･c からは完全に停止する。 

イネの受粉は、34･c では 100%だが 40･c までになるとゼロ近くなる。 

山岳部の積雪や氷河は自然界の貯水池である。これら「天空の貯水池」は、夏場の乾燥した

時期に河川に注ぐ水を貯えておく、自然の優れたシステムである。 

スイスの氷河は 1973 年から 85 年の間に 1%減少したが、1985 年から 2000 年の間に 18%

縮小した。 

アフリカの最高峰キリマンジャロのすぐにそれだと分かる白い雪冠が航空写真から消えて

しまった。 

極地以外で最も多くの氷が存在するヒマラヤの広大な大氷原で融解が進むと、海面は大幅

に上昇するだろう。生態系は著しく攪乱される。 

アラスカ、カナダ西部、ロシア東部を含む北極周辺の地域で過去 50 年間に冬の気温がすで



に 3～4･c 上昇していることが明らかになった。地球温暖化は現在北極に住む人々に影響を

及ぼしている。この地域では、地球上でもっとも速く深刻な気候変動が起きている。 

寒帯と高山の永久凍土層にどれだけの炭素が閉じ込められているか明確なことはわからな

いが、3500 億～4500 億トンの範囲と推定されており、土壌中の炭素全体の四分の一から三

分の一に相当すると考えられている。封じ込められているこの大量の炭素のほんの一部で

も放出されるとどうなるか？因みに化石燃料の燃焼によって排出される炭素の量は年間 70

億トンである。 

南極では氷床が平均二キロメートルの厚さで、オーストラリアの国土のおよそ二倍の面積

に相当するこの大陸を覆っており、世界の淡水の 70%を貯えている。 

気温の上昇に伴う海洋の熱膨張も海面上昇を引き起こしている。科学者は氷の融解と熱膨

張の、海面上昇への相対的な影響度は同じだと推測している。海面上昇は、想像を超えた規

模で人間に移住を迫る恐れがあり、将来の世代への責任について、人類がかつて直面したこ

とのない問題を提起する。 

補助金の多くは納税者からは見えないようになっている。アメリカが日常的に支出してい

る軍事費はイラク戦争前で年間 300 億ドルから 600 億ドルの範囲だが、中東から輸入され

る石油は 200 億ドル相当にすぎない。 

2004 年、フィリピンのアロヨ大統領が「過剰な森林伐採が引き金となった鉄砲水と地すべ

りで 340 人近くが犠牲となったのを受けて、軍隊と警察に不法伐採を取り締まるよう指示

した」と報道された。それより 15 年前の 1989 年、タイ政府は、激しい洪水と地すべりに

よる犠牲者の多発から、タイ国内での伐採を禁止すると発表した。1998 年、長江流域で数

週間続く記録的な洪水が発生し、300 億ドルもの損害を受けた中国政府は、4 億人が住む長

江流域での伐採を全面的に禁止した。 

20 世紀初頭、地球上には推定 50 億ヘクタールの森林があった。以来、森林は減少しつづけ

て、現在 39 億ヘクタールとなっている。 

伐採されたり焼き払われた熱帯林はめったに回復しない。それらは荒地またはせいぜい潅

木林になるが、FAO のデータでは森林面積に含まれたままである。人工林やプランテーシ

ョンも森林面積に含まれるが、そこに以前あった原生林とは程遠い木立である。 

大西洋から移動してきた雲が、良好な状態にあるアマゾンの熱帯雨林に雨を降らせた場合、

雨水の四分の一は流出するが、四分の三は大気中に蒸発し、さらに内陸部へと運ばれ、再び

雨になって降ってくる。牧場や農場を作るために森林を切り開くと、海へ流出する量が激増

し、内陸部への循環は著しく減少する。 

木は太陽エネルギーを吸収して、根から地下水を汲み上げ、幹、そして葉へと水分を運び、

蒸散させる。森林全体では、毎日数百万リットルの水が汲み上げられ、大気へ放出されてい

る。 

海洋漁獲量は 1950 年で 1900 万トン。1997 年に 9300 万トン。 

世界保健機構 WHO のデータによれば、世界の 12 億人が栄養不足や標準を下回る体重、さ



らには日常的な飢餓状態にあり、同時に世界に約 12 億人は食べすぎや肥満上体にあって、

大半がカロリー過剰摂取と運動不足を訴えているという。 

市場には根本的な欠点がいくつかある。財やサービスの供給に伴って発生する間接的なコ

ストが組み込まれていないこと、自然が提供するサービスを適切に評価していないこと、そ

して自然システムの持続可能な生産量の限界を考慮していないことである。長期的ではな

く短期的で、未来の世代にほとんど配慮していない。 

地球全体の収支においても、現在の会計システムには欠陥があり、企業の粉飾決済よりもは

るかに大きな被害をもたらす恐れがある。現代の経済の繁栄は、ある意味では、生態系の赤

字の上に成り立っているようなものだ。表面に現れず、しかも膨れ上がったコストは、いず

れ誰かが支払わなくてはならない。 

社会主義は、経済の真実を市場に反映させなかったために崩壊した。資本主義は、生態系の

真実を市場に反映させないために崩壊するかもしれない。 

イラン国内での石油価格は、世界の一般的な市場価格の 10 分の 1 に抑えられており、これ

が自動車の所有の奨励とガソリンの浪費につながっている補助金製作の典型である。世界

銀行の報告によれば、年間 36 億ドルに上がる補助金を廃止することで、イランの炭素排出

量は実に 49%も削減できる。補助金の財源を国の経済的発展のために投資することもでき

る。世界銀行は、エネルギー分野の補助金廃止によってベネズエラでは 26%、ロシアでは

17%、インドでは 14%、インドネシアでは 11%の炭素排出量削減が実現すると報告してい

る。 

アメリカの軍事予算＝4920 億ドル。世界の軍事予算＝9750 億ドル 

 

2006 年 12 月 「アマゾン、森の精霊からの声」 ほんの木 南研子  

地球上の酸素の三分の一を生産しているといわれるアマゾンの熱帯林。熱帯林は地球上の

表面の 5%しか覆っていないのに、陸生動植物の半分が生息している種の宝庫でもある。 

2005 年から、ブラジルで生産する大豆が遺伝子組み換えものになってきている。大豆の殻

はニワトリの餌になり、現在ブラジルは鶏肉の輸出国として世界一になっていて、日本のコ

ンビニに並ぶ弁当の鶏肉や、冷凍食品の鶏肉の 80%がブラジルから来ていると聞く。 

森を壊す方法は色々あるが、一般的にはまず、二台のブルドーザーの間隔二十メートル位に

太いチェーンを何重にも渡し、ガリガリと森を削っていく。木々は倒され枝葉は粉々に散り、

無残にも土がついた根が天を向いている木も多数ある。数週間そのままにし、乾燥させ火を

入れる。まるできのこ雲のように天高く煙は上がり、その周辺は数日大きなたき火のそばに

いるように煙く、鼻を突く臭いと煙で呼吸をすることさえ辛くなる。 

グローバル化によって。地球は狭くなったような気がするが、インターネットの情報伝達の

早さと、他者のことをおもんばかる多くの誠意ある人々の存在を認めつつも、やはり金と権

力が支配する構図は、世界中に蔓延し、力強き者の価値基準でこの星は動いている。 

人間はちっとも偉くない。森や川、空や大地の声に耳を傾けよ。その全部に精霊が宿り、沢



山のことを教えてくれてそれに従う。人間の都合だけで判断することは間違っている。お前

たちの社会は目先のことしか考えず、目に見えるものしか信じない。森がなくなればインデ

ィオも死ぬ。でもお前たちも滅びることを忘れてはならない。 

アマゾンは地下資源が豊富に眠っていて、アルミニュームの原料になるボーキサイトは、そ

の過程で大量の電力を必要とするので、東京都がすっぽり入るくらい巨大なツクルイダム

を建設した。問題は早急にダム建設工事を進めたため、熱帯林を伐採する手間を省き、枯葉

剤をまいたのでダムのあちこちに漂白されて木皮が溶けたような木々が立ち枯れ、まるで

行った事はまだないが、あの世の途中にあるという、三途の川のような光景が広がっていた。 

この星が埋蔵している地下資源には限度があることを忘れてはならない。私たちは次世代

の蓄えにまで手をつけてしまったのだから、近い将来において、その落とし前をつけなけれ

ばならなくなるだろう。 

男性が作ってきた現代社会のシステムが現在、限界に来ています。インディオ社会はとても

平和です。その訳は男があまり働きません。男が働くと日本のようなこんな国になってしま

い、あまり好ましくありません。これからは女性に主権を譲り、男の人はもっと遊んでくだ

さい。そうすれば、環境破壊も戦争も飢餓も自然に少なくなっていきます。 

戦争とは男の論理で、根本に闘争本能があり、利害やら何の足しにもならない沽券にかけ、

尊い沢山の人命を一山いくらのように扱い、占領していくことのみを重要視する。一人二人

を殺せば殺人者になり、何万、何十万という人々を殺すと英雄になるなんて馬鹿げた話だ。

次元の低さにあきれるが、これがこの国に暮らす人間であり、私もその一員だ。 

平和という概念は、文明社会では、あくまでも現実感がなく幻想であり、しかし最終的に行

き着きたいと追い求める状況なのではないか。平和な社会とは、階級、差別もなく、それぞ

れが生きる環境を認め犯さず、調和して心の平穏が日々続く。なんてことはない。それはア

マゾンのインディオ社会に、現実として存在する。そしてその部族には、平和という言葉そ

のものが存在しない。 

人間は大地の上にあるものだけで生きていける。大地を掘ってはいけない。にもかかわらず

私たち文明人は地下資源の恩恵無くして、今や生存不可能な社会を作ってしまった。 

 

2006 年 12 月 「ガイアの復讐」 ジェームズ・ラブロック 中央公論新社  

もしひとつのバクテリアが分裂を 20 分ごとに繰り返し、成長への制約が何もなく、栄養供

給も無制限という条件を与えられれば、ちょうど 2 日を過ぎたところで、その子孫の総重

量は地球と同じになる。 

暖かい海面層は安定していて下の冷たい水と混じることはない。暖かい海面層ができるこ

とによって藻等は層の栄養分をすべて使い尽くす。やがて死骸は海底に沈み、海面層には栄

養不良の藻類がわずかに残るだけとなる。暖かい熱帯の海が非常に澄んで青いのはそうい

うわけだ。こういった海洋の砂漠は、現在世界の海面層の 80%を占めている。北極地方や

南極地方は海面温度が 10･c 以下なので、海底から海面までよく混ざっていて、栄養分はど



こでも得られる。 

自然界では気温が 20･c を大きく上回ると、生命維持に欠かせない水を手に入れるのが難し

くなる。冬季に雨が降り、気温が 10･c を下回ると、雨水はかなりの期間あちこちにとどま

るし、土も湿ったままで個体数の増加に適する。しかし夏が来て平均気温が 20･c 近くにな

ると、雨は新しく降ってもすぐに蒸発し、地表は乾いたままになる。雨が繰り返し頻繁に降

らなければ、土は湿気を失う。気温が 25･c を上回る場所では蒸発があまりに速いため、雨

が降らなければ土は乾き、土地は砂漠化する。 

気温が 4･c 上昇すればアマゾンの森林はその力を失い、低木帯や砂漠に変わってしまう。ひ

とたびこういった事態に陥れば、地球はひとつの冷却メカニズムを失い、温度上昇率は再び

加速する。 

大氷河の形成に海水がとられたとき海面は 120m も低く、それによってアフリカに匹敵す

るほどの大きさの陸地が露出し、植物が生育できたと考えられる。 

二酸化炭素濃度が 500ppm に近づくと（もはやこれは避けられそうにない）、調節に不具合

が生じ、温度は突然跳ね上がる。原因は海洋の生態系の破綻。世界が暖かくなったせいで海

面温度の高い領域が広がり、養分を得ることができなくなった海藻類は、最終的に死滅する。

藻類による冷却効果が落ち、気温は上昇する。 

二酸化炭素濃度が 500ppm を超えたら気温はおそらく今の 6･c から 8･c 高い温度になり、

新たな安定状態に入ることになるだろう。もし人間が地球の残った生息地域で耕作し、空気

を汚染し続けるほど愚かなら、最後の崩壊が起こるだろう。もし予想される不愉快な変化を

避けるつもりでいるなら残された時間は少ない。 

もし世界の温度が 2.7･c 以上上昇すれば、グリーンランドの氷河はもはや安定せず、たとえ

温度が閾値より下落しても溶け続けて大部分が消失するだろう。 

雑木林や菜種畑といった燃料用に栽培された作物で現在の文明に動力を提供しようとすれ

ば毎年 20～30 億トンのバイオマス燃料が必要となる。この量をわれわれが毎年消費してい

る食物の量、5 億トンと比べて欲しい。この食物を作るだけでも、使用する土地はすでに地

球の安全許容量をオーバーしている。バイオマス燃料を育てようとすれば、それだけでさら

に数個の地球が必要になる。 

30 億年以上前に生命が誕生してからというもの、生物の死骸は土、あるいは川底や湖底や

海底の泥の中に埋まってきた。こういった有機性廃棄物の中にある炭素のうちのわずか

0.1%ほどが物質循環、あるいは極少の生命体の発酵を免れ、堆積岩の一部となる。石炭や

原油はこの炭素が貯蔵されてきた明白な証拠。 

災害が起こるたびに、われわれはいまだに「神はどうしてこんな目に遭わせるのか」と叫ん

でいる。ほとんどの人間が滅びる可能性のある今、果たして神を信じ続けることができるの

だろうか。 

雨水による山の溶解は地球科学者によって「科学的岩石風化」と呼ばれている。雨に溶けて

いる二酸化炭素が岩と反応し水溶性の重炭酸カルシウムを生成する。この溶液が流水や川



を経て海に運ばれる。岩の表面や土に生えた木に生息するバクテリアや藻類といった生物

が、岩石の風化や二酸化炭素の除去を 3 倍から 10 倍増大させている。 

藻類は地球の気候に著しく影響を及ぼす。空気中の二酸化炭素を除去し、硫化ジメチル

（DMS）の発生源となる。これが空気中で酸化して雲の結晶核となる。海水面における藻

類の成長は水温に微妙に左右され、水温が 10･c から 12･c になると、海の物理的性質によ

り藻類は養分を受け取ることができなくなり、繁茂しない。 

 

2006 年 07 月 「地球温暖化を考える」 宇沢弘文 岩波新書  

自動車は二重の意味で、地球温暖化の要因となっている。第一に自動車の生産工程で、直接、

間接に化石燃料の消費を必要とする。乗用車一台生産するのに、平均 884kg（炭素換算）の

二酸化炭素を大気中に発生する。 

第二に自動車を使うときに二酸化炭素を排出する。日本の場合、小型乗用車１台当たり１年

間に平均 649kg の二酸化炭素を排出する。現在、二酸化炭素排出量は一人当たり 2.7ton だ

から、自動車の占める割合は非常に大きい。 

日本の森林は１ヘクタール当たり１年間に二酸化炭素を 15ton から 30ton 吸収。酸素を

11ton から 23ton 放出している。 

ラッサ熱、エボラ熱など、エイズと同じように、まったく新しい病気がつぎつぎに発生して

います。これらのおそろしい病気はいずれも、熱帯雨林のなかに生息する微生物によってひ

きおこされるものです。人間があまりにもひどく熱帯雨林を破壊しているので、熱帯雨林自

身の免疫機能が働き始めて、外敵である人間に対してつぎつぎに強力な病原菌を送り出し

ているのではないか？ 

 

2005 年 12 月 ｢人生の目的｣ 五木寛之 幻冬舎   

30cm 四方、深さ 56cm の箱に１本のライ麦を植える。４ｹ月後、土中の根の深さは 11,200km

に達していた。 

 

2005 年 11 月 「宇宙生命、そして人間圏｣   松井孝典 WAC 出版  

宇宙開闢以来の時間の流れ全体を「歴史」としてとらえ、さまざまなタイムスケジュールで

の事実や事件に光を当て、その歴史を動かしてきたメカニズムを探る。 

人類は約一万年前に、それまで長く続いていた狩猟採集に頼る生活（生物圏）から、農耕牧

畜を中心とする生活（人間圏）へと、ライフスタイルを一新させた。 

もし生物圏の中で生きていくとすれば、利用しうる物やエネルギーの循環の規模が地球と

は比較にならないくらい小さく、したがってその循環を利用して生きられる人の数はせい

ぜい１０００万人止まりだろう。ところがいま、我々は人間圏を作っている。地球システム

の物やエネルギーの循環を利用しているため、六十億人を超える人口が存在できている。 

この割合で人口増加を続けていくと、あと２０００年ほどで人間の総重量は地球の質量と



等しくなってしまう。 

エネルギー代謝から見た場合、「一人の人間は一頭のゾウに匹敵する」 

人間圏が安定して存在できるかどうかは、その規模次第といえる。例えば十億人人からなる

人間圏なら、現在の豊かさ（1990 年レベルのアメリカの食生活）を維持したまま１０００

年は持つことだろう。だが世界人口１００億人ともなると、せいぜい１００年という時間で

あろう。 

人類はサルから分化したヒトとして地球上に現れてから５００万年足らず。人間としての

文明を持ってからわずか一万年という短い時間で、大きな課題を抱えてしまっているので

ある。 

人間圏にとって地球システムは不可欠な存在だが、地球システムから見ると人間圏は必ず

しも必要ではない。このような一方的な関係であるにもかかわらず、好きなだけ横取りして

いる確信犯ともいうべき人間圏のほうが、基本的な態度を改めもせずに「地球にやさしく」

と呼びかけること自体、大いなる誤解であり傲慢というべきである。 

現在の地球環境問題や資源・エネルギー問題は、人間圏が膨張しすぎた結果であり、地球シ

ステムから「関係の清算を迫られている」証拠である。 

いくつかの試算があるが、地球上でなんとか暮らせる人類の数は最大で八十億人 

地球では大気中の二酸化炭素が大陸物質によって中和された海に溶け込み、海底に蓄積し、

プレート運動によって大陸に付加される。その結果として大気中の二酸化炭素が減る、とい

った循環がおこった。 

人類は人間圏を作って生きる中で、さまざまな共同幻想を共有してきた。現代のそれは例え

ば、何事についても右肩上がりという発想であり、お金は未来永劫、物との交換が可能とい

う信用であり、人の命は地球より重いとか、愛は地球を救うとか、神の存在とか。。。である。 

銀河系には約２０００億個の星があるが、このうち８５％が生物が脊椎動物までに進化す

るのに必要な時間と考えられる寿命２０億年を超える星である。太陽のような星が単独で

存在して、さらに太陽系のような惑星系を持つ確率は約四分の一。惑星系の大半が巨大ガス

惑星であり、地球型惑星系は約十分の一。地球型惑星が作られるような惑星系の場合、太陽

からの距離が適当で、大きさが地球くらいの惑星はほとんど必然的に”水惑星”となる。楽観

的な数字としてこの銀河系の中には１００億個ほどの“高等技術文明を持つ知的生命体の

星”が存在する可能性がある。宇宙の歴史１５０億年のなかで、ある星に“いま現在”高等

技術文明が存在する確立を考える必要がある。人間の場合の「高等技術文明の継続時間」は

ほんの一瞬としかいえない１００年とか１０００年である。結論として銀河系の中で人類

と同じような高等技術文明を持つ高等知的生命体が、現在という時点に同時存在する可能

性を持つ星」は、およそ１０００個である。これら１０００個の星を隔てる平均距離が数百

光年より遥かに遠くなることを考えると文明間で更新できるような可能性はきわめて低い。 

人間圏の中に閉じて思考している人にとっては、これらは真理であり、それを幻想と呼ぶ私

はとんでもない反社会的人間ということになるかもしれない。しかし宇宙から地球を見て



いると、それらは幻想に見えるのである。 

その幻想が破れるとき、人間圏は崩壊する。人間とはそのようなものだと思えば、それはそ

れでよいのだが、それでは今のところ唯一の高等知的生命体が、この宇宙であまりにも孤独

すぎるのではないか 

 

2005 年 10 月 「地球持続の技術」 小宮山宏 岩波新書  

ゴミを分別すべきだというならそれに応じる用意があるし、太陽電池がよいというなら設

置しようと思っている人が潜在的には増えている。 

未来のある時点で社会がこういう状況になっていれば地球は持続できるというマクロなビ

ジョンを共有すべき。 

地球の中で太陽エネルギーによる生態系の営みが行われている空間をバイオスフィアとい

う。最高峰チョモランマの頂上からマリアナ海溝最深部までの 20km にも満たない表層部

分。どんなに鉛筆の芯を細くして書いた円であっても線の太さはこの領域より広くなって

しまう。 

CO2 増加量 化石資源の燃焼によって  年間６０億トン 

   森林伐採によって  年間１０億トン 

大気中の CO2     ７０００億トン 

すでに人類は、かつで存在した森林の４０％、利用可能な石油資源の５０％を消費した。 

１トンの製品を作るために消費される化石資源の量： 

   プラスチック   １トン 

   鉄    ０．６トン 

   紙    ０．３トン 

   ガラス    ０．２トン 

   セメント   ０．１トン 

太陽エネルギー １．４kw/m2 日本での平均利用可能量 ０．２kw/m2 

地球に降り注いだ太陽エネルギーを赤外線として宇宙に逃がすことによって地球の温度は

維持されている。 

もし地球に大気がない場合    つりあう温度 ５･c 

大気中の雲や微粒子によって反射される太陽光 約３０％  

影響温度 －２３･c 

水蒸気や CO2 が吸収する赤外線による温室効果 影響温度 ＋３３･c 

地球のつりあう温度      １５･c 

世界人口６０億人が輩出する炭素量  ６０億トン 

日本が排出する炭素量     ３億トン 

   製油所６０％、発電所２５％、ガス会社５％ 

新車から廃車になるまでのエネルギー消費全体（トヨタ自動車環境報告書 1998） 



   ガソリン７９％、素材製造１２％、車両製造７％、維持管理２％ 

世界の脱硫プラント数 ２３６０台 そのうち日本１８００台 1997 年 

世界の脱硝プラント数  ４９０台 そのうち日本 ３５０台 

エネルギー消費が世界の５％にすぎない日本で、７０％以上の排ガス処理プラン

トが稼動。実質的に脱硫、脱硝を行っているのは日本だけといっても過言でない。 

 

 

2005 年 08 月 「ヒトは環境を壊す動物である」 小田亮 ちくま新書  

皆がより良い生活をすれば資源はじき枯渇してしまいます。だからといって自分だけが電

気を使わなかったり車に乗らなかったりするのもばからしいことです。一人一人が水を汚

さないようにすれば川はきれいになりますが、自分だけがそうしていてもほとんど効果は

ありません。ゴミはきちんと分別すれば処理の際の有害物質が少なくなりますが、自分一人

ならいいだろうと思ってしまいます。 

人類にとっての地球は、明らかに狭くなっています。世界的な規模で、自分たちがおなじコ

ミュニティに属しているのだという感覚をもてるようにすることが必要です。もしかした

らテクノロジーがそれを可能にしてくれるかもしれません。 

たしかに物質的なテクノロジーについては限界が見えています。しかし情報技術にはまだ

希望の余地があるのではないかとわたしは考えています。新たなメディアを開発し、それに

よってたとえ地球の裏側にいる人たちでも同じコミュニティに属しているという感覚を共

有できるようにすることは可能なのではないでしょうか？心理的な意味においてもっと地

球を狭く、世界を小さくしていった先に、新しい倫理観が構築されることでしょう。 

 

2005 年 02 月 「京都議定書をどう生かす」赤坂清隆／経済協力開発機構事務次長／朝

日新聞／ 

北極協議会は最近、北極地域の冬の気温が過去 50 年に約３～４度上昇し、過去 30 年に 100

万平方キロ（日本の約３倍）の氷がなくなったとの報告を発表した。ネパールでも氷河が急

速に解け、アフリカの最高峰キリマンジャロの万年雪も 20 年までには消えるという。 

 

2005 年 01 月 「石油依存経済からの脱却」 槌屋治統／雑誌：省エネルギー  

産業革命以来、0.6･c の気温上昇がみられる。 

日本でも 2005 年 3 月に、「脱温暖化 2050」という国際会議（国立環境研究所主催）が開催

され、2050 年までに温室効果ガスを 20～30%に削減して、気温上昇を 2･c 以内に抑えよう

という研究が始められている。 

化石燃料を燃やして年間 210 億トンの二酸化炭素を排出している。 

人間は約 1kg の二酸化炭素を口から吐き出している。つまり 60 億人が年間 365kg を出し

ている。合計で 20 億トンになる。 



人間が便利な生活をするために、二酸化炭素換算で一人当たり約 10 人のエネルギーという

「奴隷」を持っていることを示している。日本では 25 人。アメリカでは 55 人。 

 

2005 年 01 月 「エネルギー・デモクラシー・テクノロジー」 赤池学   

全地球にはもはや、富士山の容積のわずか半分しか石油は存在していない。 

 

2005 年 01 月 「石油ピークの意味するところ」 石井吉徳／雑誌：省エネルギー  

北海油田はすでに生産量のピークを迎え、インドネシアですら石油の純輸入国となった。 

指数関数的な GDP 成長は、有限地球では永続するはずないのだが、いままでは豊富な石油

がこの願いを支えていた。 

300 億バレルという膨大な需要に対し、発見量は 4 分の１程度でしかない。それでもまだ多

くの人は、石油が有限であることを認めようとしない。 

石油は非常に限られたところにしかない。 

すでに人類は石油の究極可採量である約２兆バレルの半分を使った。 

社会が崩壊するかしないかは、自然観の違いにある。 

石油ピークは 2010 年以前にも訪れよう。 

人類のみが有限地球で無限に成長できるはずはない。 

2005 年 01 月 松村眞 「小中学生のライフスタイル」 

 

2005 年 01 月 「生活環境論入門」 石澤清史 リサイクル文化社  

家庭用電圧は 98 ボルトから 107 ボルトの幅で変動し、全国平均は 103 ボルト。 

電圧を 3 ボルト下げると電力は 6%節電できる。 

熱帯林は年平均 1290 万が減少している。 

1990 年から 2020 年の間に全世界の 5～15%の生物が絶滅する。 

1999 年度の一般廃棄物の総排出量は 5145 万トンでこれは東京ドーム 139 杯分に当たる。

国民一人当たり１日に 1.1kg のごみを出している。 

直接最終的に埋立られる量 344 万トンとごみ処理施設から排出される焼却灰などは 743 万

トンを合わせると、最終処分量は 1087 万トン。一般廃棄物の最終処分場の残余年数は 12.3

年。 

ごみ処理にかかる費用は国民１人当たりにすると、約 1 万 8000 円。 

ごみの減量を自助努力で積極的に行っている家庭も、全く努力を怠り、多量のごみを排出し

ている家庭も同じというのは納得できない。 

１年間（2001 年）に使用しているスチール缶は約 176 億個、アルミ缶は約 174 億個。 

産業廃棄物の量は、1999 年度で排出量は約 4 億トン。そのうち再生利用された量は約 1 億

7100 万トン、中間処理により減量化された量が 1 億 7900 万トン、最終処分された量は約

5000 万トン。汚泥が最も多く、次が動物ふん尿、がれき類。 



不法投棄量は約 43 万トン。 

97.5%は海水。残り 2.5%が淡水であるが、その大半は南極北極の氷と地下水で我々が生活

水として使える水は約 10 万 km3 と、存在する水の約 0.01%。 

健康な人から排出される水の量は、尿や大便として 1.5Lit、吐く息として 0.5Lit、皮膚から

汗として 0.5Lit の合計 2.5Lit。 

補給される水の構成は、飲み水として 1Lit、食べ物として 1Lit。代謝水として 0.5Lit。 

私たちが毎日使う水の量は国土交通省の「水資源白書」によると 250Lit。 

炊事用 26%、洗濯用 24%、トイレ用 22%、風呂用 20%、このほか洗面・歯磨き用などが 8%。 

24時間営業のコンビニエンスストアは全国に 3万 5000店、年間電力使用量は 48億 kw時。 

自販機は全国で 270 万台。年間消費電力は 87 億 kw 時。 

 

 

 

 


