
SNS 投稿記事 
 
「里山資本主義」 2013 年 11 月 27 日 
藻谷浩介の理屈は大好きです。タイトルとは違うけど、貯蓄がどのように国債に代わって

いくのかも語られていたので抜粋します。 
政府は国債を発行して貯蓄を吸収し、景気対策につぎ込んできたが、それでもお金が自分

でぐるぐる回り出すことはなく、消費は一向に増えないままだ。気がついてみると、約 1000
兆円の借用証書を書いた日本政府に、税収として還ってきているのは年間 40 兆円未満。毎

年税収以上の借金をしないと資金繰りが回っていかない。そうこうしているうちに国内の

貯蓄がすべて国債になってしまう状況が近づきつつある。 
もうひとつ。再生可能エネルギーの仕事をしていて思うこと。 
巷間に言われている、「再生可能エネルギーなんてうさんくさい」という「ある種の正論」

が、いかに日本経済の次代の競争力強化にとってマイナスになっているか。 
 
「三井造船蒸気タービン設計 OB 会」 2013 年 11 月 27 日 
三井造船蒸気タービン設計 50 周年 OB 会がありました。とてもなつかしかったし、呼んで

もらえてうれしかった。でもその後に寂しさが残りました。 
あれだけ優秀だったエンジニアの集まりも、リタイア後みんな別々の道を歩んでいる。あ

えて生意気な言い方をすれば、青臭い夢や理想が OB の方から失せている。義務を果たし

たのだから老後は楽しくていいのでしょう。でも

僕は遊びベタ。仕事以外に楽しいものがない。過

去をなつかしむことにあまり楽しめない。三井造

船蒸気タービン設計は僕の心の拠り所だっただけ

に、寂しく感じることがすごく寂しい。今後これ

だけのみんなと会うことはめったにないだろう。 
 
「低線量放射線について」 2013 年 11 月 11 日 
前からなんとなく疑問でした。除染ってどこまでやる必要あるの？このままだといくらお

金があっても足りないのでは？ 
こんなとき「低線量放射線を超えて」宇野賀津子を読みました。わが意を得たという感じ

です。常時の規制値と有事の規制値は違ってもいい。低放射線状況に騒ぎすぎてはいけな

い。放射線は大なり小なり日常的に浴びているものである。遺伝子の修復も日常的（1 日に

約 50 万回）に行われており、人には修復能力がある。 
平時は何事も安全側に立って考えればいい。しかし有事は低めの基準が時として手足を縛

る。100 ミリシーベルト以下での身体への影響は明らかにされていない。 
大手スーパーの「新基準値が 100 ベクレルなら、うちは 10 ベクレルにします」という宣伝



は何か間違っている。正義ぶって、「内部被爆は。。。」と言っている一方で、「絆」などとい

う言葉はとっても白々しい。 
少しでも危険性あるなら安全サイドに判断すべき、と危険性を煽る研究者の言説がもては

やされる。その結果、放射線の影響を勉強することなく責任回避の受け売りの連鎖となる。

シビアアクシデントがおこったいま、何でも安全側に立って判断するのは別のリスクを上

昇させる。私たちはリスクを総合的に判断することが必要である。 
 
 
「宇宙真空の相移転」 2013 年 9 月 4 日 
佐藤勝彦の「宇宙は無数にあるのか」を読みました。真空が相移転するということがとて

も新鮮でした。  
インフレーション理論では、宇宙初期に水蒸気が水になったり、水が氷になったりするよ

うな「真空の相転移」が起きたと考える。真空は「何もないからっぽの状態」ではなくエ

ネルギーがあるので、異なった状態になることは可能。宇宙初期に相移転が起きたという

前提でアインシュタインの一般相対性理論の方程式を解くと、真空エネルギーが斥力とし

て空間を押し広げる働きをする。これが宇宙を膨張させる原動力となった。相転移により

エネルギーが高い状態から低い状態になり、その落差によって「潜熱」が生じ、膨大なエ

ネルギーが放出される。それが熱エネルギーとなってビッグバンを引き起こした。 
宇宙は無数に存在し、それぞれ異なった真空のエネルギー密度を持っている。その中で、

知的生命体の生まれた地球のみが宇宙を認識する。 
 
「超ひも理論」 2013 年 9 月 4 日 
吉田たかよしの「世界はゆらぎでできている」を読みました。物質を構成する究極の最小

単位を素粒子という。素粒子を構成しているミクロのひもに太さはなく、構成している材

質もない。ただ長さのみを持ってそれが揺らいでいる。ひもの揺らぎ方の違いで別々の素

粒子の振舞いをする。この長さのみを持つということが超ひも理論の真髄である。 
 
 
「会社の太陽光発電所」 2013 年 6 月 24 日 
当社の山口市にある 444.8kw 太陽光発電所が運転開始しました。太陽光で作られる電気の

量は毎日大阪で確認できます。自分の発電所は初めて。モニター見ることがこんなに楽し

いとは思わなかった。自然エネルギーをみんなが作れば節電意識も変わるだろうなぁ。。。 



    
「涙する風土」  2019 年 6 月 18 日 
藤原正彦は「奇跡の日本経済復興論」で次のように言っています。 
「アメリカの風土には涙がない。たとえばグランドキャニオンを見ても壮大で美しいが、

涙を感じない。しかし日本では、例えば奈良や飛鳥を歩いても、ただの田舎を歩いても、

そこには人々の哀歓が、涙が土壌に染み込んでいる気がする。いろんな人と会うたびに、

細やかな気遣いに感激することが多く、本当に「美しい国」だと実感します。」 
ほんとうにそうですね！日本には古くから人間の営みがある。歴史とは無形の宝物です。 
 
「男は邪魔」 2013 年 6 月 18 日 
高橋秀実の「男は邪魔」によると、人間の男を家畜の種牛に例えた場合、日本の現在の人

口を維持するに必要な男の数は 1000 人でいい。それ以外の男は廃棄処分。そてってすごい

ショック。 
さらにメスは排卵するときしか受け入れないのに、哺乳類のオスは生きている間じゅう交

尾したがる。無駄な交尾。排卵していなくても交尾。オスはどうしようもなく役に立たな

い。 
 
「表情筋について」  2013 年 6 月 18 日 
池田清彦の「人間、このタガの外れた生き物」より。 
「通常、筋肉は骨に溜まっている。顔の筋肉だけが皮膚に溜まっている。表情筋という。

だから我々は表情をいろいろ変えることができる。下等な動物は表情筋がないから、喜怒

哀楽がよくわからない。表情がないから苦しいのか痛いのかわからない。だから我々は昆

虫を毒瓶に放り込んでもニコニコ笑っていられる。」 
そうか、相手に表情があるから我々は痛さを想像できるのだ。たとえば魚は痛点少ないと

言われるけど、本当は痛くてただ表情に出せないだけなのかもしれない。 
 
「団塊の世代の生き方を省みて」 2013 年 5 月 7 日 
団塊の世代の一員として私たちの世代を振り返ってみます。 



私たちの世代には自分たちが社会を切り開いてきたと自負してい

る人が少なからずいます。実際は子供の頃から、敷かれたレールの

上を如何に早く走るかばかりを競争させられてきただけ。創造的な

ことなどしなくても雇用はあった。今日より明日のほうがよくなる

とみんな信じていた。糸を垂らすだけで魚は釣れた。つまり地球に

包容力があったと思う。地球は広く資源は無限大だった。魚の釣り

方や育て方は知らなくても生きていけた。 
今ではみんな地球は狭くて繊細であることを知っている。でも私た

ちはライフスタイルを変えなかった。既得権にしがみつき新しい改革の芽をつぶしてきた。

我々は逃げ切るからいい。でもこれから生まれてくる子供たちに起こるいろいろな危機の

少なからずは私たちのしてきたことが元凶となる。全員が悪いとは言わないが、結果とし

て我々は罪深い世代だと思う。 
 
「本当は怖い動物の子育て」 2013 年 5 月 7 日 
「本当は怖い動物の子育て」（竹内久美子）を読みました。テレビ番組や動物園が伝える美

談からは程遠い、動物たちの恐ろしく、たくましい、間引きや育児放棄の姿を伝えている。

いま子育てに息苦しいと感じている人に、著者はそれでも自然で少しも悪くないと諭す。 
人間も動物も子どもを持ったからといって、即座に「母親」や「父親」にスィッチが切り

替わるわけではない。そんな毎日の中、子につらく当たり、手をあげてしまいたくなるよ

うな状況に直面することは誰にでもある。それは本能の喪失などではない。動物としてご

く自然なこと、恥ずかしいことではない。人間は他の動物とは違う、などと思い込み、自

分を追い詰めるようなことはしてはいけない。 
子育ては一族でするのが望ましい。その観点からは母系社会に回帰するほうが自然。これ

まで父系制社会が多いのは男のほうが腕力・武力に勝っていたから。現代はもはや武力の

時代ではなくなった。母系社会のほうが少なくとも子育てはやりやすくなる。 
 
「草原の椅子」  2013 年 3 月 20 日 
実家が「草原の椅子」の照明を請け負いました。招待券もらったので映画を見てきました。

親に見捨てられた子供を中心にした、50 歳過ぎた大人たちの人生と心の葛藤を描いた映画。

舞台もパキスタン山奥の大自然。とても素敵な映画でした。大人の愛って落ち着いててい

いなぁ。人は何歳になっても人を愛せる。人は何歳になっても純粋でいてていい。 
 
新幹線 
新幹線はすごい。東京行きの最後尾がまだ京都駅のホームにあるとき、もう次の東京行き

がホームに入ってくる。それが 3 分間隔で時速 200km 以上で走る。駅員さんはみな自分の

持ち場をこなしている。我々が見えないところでもみな頑張っている。新幹線の高精度な



車輪の芯円度のおかげで騒音も振動も感じない。運転手はダイヤを守るため走行中ずっと

計算している。我々が寝静まった後に保線の方々がレールを点検する。縁の下の力持ちで

新幹線は支えられている。日本人は普通の人々が素晴らしい。「新幹線お掃除の天使たち」

という本を読みました。お掃除という日の当たらない仕事をするおばさんたちのてきぱき

した仕事振り。礼儀正しい列車と乗客の出迎え。海外から視察に来た人たちはこのおばち

ゃんたちを連れて帰りたいと言う。本当に新幹線はチームワーク、日本人の心で動いてい

る。 
 
今年のお正月 2013.01.07 
前からやりたかった太陽光発電の仕事を昨年はすることができました。この分野でお役に

立てることも少し実感できました。環境とエネルギーは僕のライフワーク。今年は自然エ

ネルギーや省エネルギー普及のために全力投入したいです。 
そんな思いで始まった今年の正月。息子夫婦の帰省により孫三昧の楽しい生活でした。僕

の正月の写真を添付します。愛犬とのツーショットです 
 
 
「原発事故当事者の証言」 2013 年 1 月 7 日 
3.11 の原発事故に関して官邸側当事者の証言本「原発危機・官邸からの証言／福山哲郎」、

「東電福島原発事故・総理大臣として考えたこと／菅直人」がでています。臨場感持って

最善尽くした様子が語られています。東電本社、原子力安全委員会、保安院などがほとん

ど機能しなかった様子も実名入りで描かれています。できれば東電側からの反論本も見て

みたい。 
この本による原発感とは次のようなものか。 
原発推進することが自己目的化した。「経済成長」と「原発は低コスト」という架空の神話

が作られ、「原発の危険性」「使用済み核燃料」「廃炉」といった厄介な問題に蓋をしてしま

った。原発は安くない。原発は電力会社の収支を改善するが、使用済み核燃料などの処理

コストは国家に委ねられる。プルトニウムの半減期は 24,000 年、使用済み核燃料の有害度

が元の天然ウランと同じレベルまで下がるのに少なくとも 10 万年。その間の維持管理費が

いったいいくらかかるかとても計算できない。にもかかわらず使用済み核燃料は核燃料サ

イクルを前提とした資産として計上されている。たかが 40
年間の電力確保と豊かさを享受するため、数万年も処理に要

する排泄物を出し続ける権利が果たして現代人にあるのだ

ろうか。未来の子供たちと人類にいったいどんな言い訳をす

るのだろうか。 
同感！資源エネルギー庁や電力会社・電事連、原子力ムラ等、

日本のエネルギー政策を司る人々はせめて分散型発電や再



生可能エネルギーの普及に協力して欲しい。 
 
「人の命は地球よりも重いか？」 2013 年 1 月 7 日 
原発事故のとき、作家の佐藤優氏がブログで菅首相の置かれた立ち位置を語っている。同

感なので紹介する。国家のために個人は犠牲になることもある。 
「国家的危機を救うために生命の危険にさらされる任務があることを我々国民はよく自覚

しておく必要がある。戦後日本の国家体制は、近代主義によって構築されている。その核

となるのが生命至上主義と個人主義だ。個人の命は何よりもたいせつなので、国家は生命

を捨てることを国民に求めてはならないという考え方である。しかし、国際基準で考えれ

ば明らかなように、どの国家にも無限責任が求められる職種がある。無限責任とは、職務

遂行の方が生命より重要な場合のことだ。日本の場合、自衛官、警察官、海上保安官、消

防史員、外交官などがその本性において、無限責任を負う。通常の場合、東京電力関係者

に無限責任は想定されていない。しかし、福島第一原発の非常事態に鑑み、専門知識を持

つものが自己の生命を賭して、危機を救うための努力をすることが求められる。マスメデ

ィアは詳しく報道していないが、現場では日本の原子力専門家が危機から脱出するために、

文字通り命がけで働いている。菅首相は、危機を回避するため無限責任を要求する超法規

的命令を発することを躊躇してはならない。菅首相は民主的手続きによって選ばれた日本

の指導者として、職業的良心に基づいて日本国家と日本人が生き残るために必要とされる

全てのことを行うべきだ。」 
 
「領土問題」 2012 年 10 月 1 日 
領土問題を語ることはとても難しい。意見を語ると友達を失くしてしまいそう。でも勇気

を出して語ってみます。これまであまり事情を知らなかったので「日本の国境問題」孫崎

亨、「日本の領土問題」東郷和彦、保阪正康を読みました。 
日本が竹島を領有化したのは日韓併合直前。日本が尖閣諸島を領有化したのは日清戦争最

中。竹島及び尖閣問題は韓国や中国にとって歴史問題そのもの。先の戦争を日本人はどう

反省したか？何度も謝ったというがそれで居直ってないか？謝ればすむことでないことは

もっと謝るしかない。 
ただ日本にとってはこれらは完全に領土問題。理屈も適っている。日本の主張は国際社会

に十分通用するはず。人も住まない小さな島といえども領土問題は日本人の誇りの問題。

妥協は仕方ないとしても主張は曲げてはいけない。でも威勢のいいことは言ってダメ。

NATO（Not Action Talk Only）がいいなぁ。日本人に戦争する気力はない。平和的手段以

外にありえない。武力はもちろん、経済でも今後特に中国には勝てる見込みはない。 
 
「原発ゼロの波紋」 2012 年 10 月 1 日 
政府のエネルギー・環境会議は 2030 年代原発ゼロという結論を出した。 



この結論に対していろいろな意見がある。そのひとつ、米戦略国際問題研究所 CSIS 所長の

新聞投稿記事を紹介する。 
「今後 30 年間で中国は 75～125 基の原子力発電所を建設する。日本が原発を放棄し、中国

が世界最大の原子力国家になったら、日本は核不拡散に関する世界最高峰の技術基準を要

求する能力も失ってしまう。国家安全保障の観点から、日本は原子力国家であり続ける必

要がある。」 
地球上からすべて原発をなくさない限り、そして人類が原発なしの範囲にエネルギー使用

量を抑える覚悟を持たない限り、われわれは原発の脅威から解放されることはない。中国

にこの技術をまかすことは不安。一旦原発の技術者を離散させたら、これまでの技術は崩

壊する。成熟度合いの低い国に原発のリーダーを任すことはとっても不安。やっぱり日本

の原発はゼロにしてはいけないのだろう。減らすというのが現実的な選択ではないだろう

か？ 
 
「パチンコに日本人は 20 年で 540 兆円使った」2012 年 8 月 6 日 
若宮健の本です。2010 年の日本のパチンコの売上げは 19 兆 3800 億円。1991 年以降、540
兆円がパチンコに消えているそう。 
パチンコ屋さんには発電機でお世話になっているけど、それでもやっぱり考えてしまう。

これだけあったら国の累積債務 900 兆円の半分以上返せるのになぁ。 
 
「固定価格買取制度における太陽光発電」 2012 年 8 月 6 日 
7 月から始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度のおかげで太陽光発電の仕事がた

くさん増えました。国民全員で自然エネルギー発電の促進を支えようとする制度です。僕

は自然エネルギー発電は子供たちへの電気のプレゼントだと思っています。 
原子力発電は放射能汚染という巨大なツケを次世代の子どもたちに負わせます。化石燃料

発電は海外からの燃料購入や温暖化による負担を負わせます。どちらも今の世代は便利で

快適な生活を享受できますが、50 年後にこの地球上に暮らす人々にとても大きな負担を残

します。「世代間の公平」という問題が私たちにいま突きつけられています。 
その点自然エネルギーはいい。建設費の負担は今の世代。一旦設置すれば安全で安価な電

力が供給されます。即刻原子力を停めろとは言いません。でも微力でもいま太陽光発電に

関われることをとっても嬉しく思います。 
 
「地球のからくり」 2012 年 8 月 6 日 
シェールガスが安く採掘できるとか、日本近海にレアアースやメタンハイドレイトなどの

資源が一杯とか、資源問題の将来を安堵する風潮もあります。これはこう考えればいいの

だという本を見つけました。大河内直彦の「地球のからくり」です。 
複雑な構造を持つ有機分子といえども、数百･c という高温下では小さな分子へとどんどん



分解されていき、最終的には自然界で最も単純な有機分子であるメタンへと変化する。光

合成によって変身する二酸化炭素は大気中に存在する二酸化炭素の約１／５。生まれ続け

る有機物は次から次へと分解され、その際に酸素を消費する。目にも見えない小さな微生

物がその重要な担い手だ。つまり炭素は、二酸化炭素と有機物の間を行ったり来たりして

いるのである。これが「炭素サイクル」と呼ばれるもの。 
自然界ではこのサイクルから脱落する連中が少しばかりいる。海の中をゆっくり沈んでい

くプランクトンの死骸マリンスノーの大部分は海底で分解されて再び二酸化炭素や水とい

った、光合成の原料に戻る。しかし全体の約 0.4%ほどは分解を免れて海底の泥の中に紛れ

込み、分解されない有機物として堆積物の中で過ごす。炭素サイクルから抜け出た炭素の

不足分は火山活動が再び補充する。有機物を含んだ海底堆積物は降り積もって、プレート

に乗って水平移動する。そして 1 億年ほど経つと、プレートが沈み込む海溝を経て、地球

内部へと持ち込まれていく。地球内部へ持ち込まれた有機物の一部は高温高圧下で周囲の

物質と反応して二酸化炭素になる。火山ガス中に含まれる二酸化炭素は、このような起源

をもっている。これを「地球サイクル」と呼ぶ。 
石炭、天然ガスといった化石燃料とは全て「地球サイクル」側に含まれる物質であり、人

類はそれらを無理やり生物サイクルに引っ張り込んでいる。おかげで生物サイクルを巡る

炭素の総量が年々増加し、その必然的な結果として大気中の二酸化炭素が増え、酸素が減

っている。「地球サイクル」の資源に手を出すかぎりいずれ限界はくる。 
 
「お金の消費期限と日本の国富」 2012 年 6 月 27 日 
いろんな人の考え方に触れることができるので特に新書を読むのが好きです。 
浜矩子「通貨はこれからどうなるのか」に、前から考えていたことが書かれてありました。 
「食べ物は消費期限を過ぎれば腐る。金属は錆びる。洋服はボロボロになる。家も傷む。

だがカネだけは銀行に預けておけば利子がつく。時間とともに価値が上がる。これはおか

しい。カネがこんなだから欲の皮を突っ張らせてカネ儲けのためのカネ回しをやる。いっ

そ通貨の価値を期限ごとに下げていけば？」時間と共にカネの価値が下るとなれば、消費

者は不要不急大量生産使い捨て商品を買うだろうか？それとも価値が長続きする本物の商

品を買うだろうか？本物を作る人が報われる社会になって欲しい。 
日本は文句なしに世界一のお金持ちということも書いてあった。 
国富（政府や企業などが保有する資産から負債を差し引いた金額）：2009 年末で 2,712 兆円 
日本の海外に対する債権残高から負債残高を差し引いた金額：2010 年度末で 251 兆円 
2010 年経常収支：貿易収支 8 兆－サービス収支 1.5 兆＋所得収支 11.6 兆＝17.1 兆円黒字 
2011 年度ははじめて貿易収支だけ赤字。金持ちの実感はまったくないが日本はすごい！ 
 
「第四の消費」 2012 年 6 月 27 日 
今の経済活動では地球は持たない。我々はどんな生き方をしたらいいのだろうか？三浦展



の「第四の消費」という本を読みました。 
これから始まる消費社会を筆者は第四の消費社会と呼んでいる。その特徴： 
１．個人志向から社会志向へ、利己主義から利他主義へ 
２．私有主義からシェア志向へ 
３．ブランド志向からシンプル・カジュアル志向へ 
４．欧米志向、都会志向、自分らしさから日本志向、地方志向へ 
５．「物からサービスへ」の本格化、あるいは人の重視へ 
人が物を買う時代は終わった。人は情報を交換し、そこからよろこびを得ようとする。 
これからの企業に求められているものは、コミュニケーションやコミュニティを生み、人

と人のつながりをデザインする能力である。ただ単に大きなビジネスがしたいなら海外へ

出向けばいい。 
3.11 大震災以降、日本人は津波に流されるマイホームやマイカーを見て、物を所有するこ

との空しさを感じた。いらない物を買わない、つくらない、昔から使われている物を大事

に使う、そういうシンプルな暮らし方をこそ求めるようになった。 
経済大国二位の座を中国に譲った現在、日本人は経済大国に代わる誇りを日本の伝統文化

に求めている。ほとんどの国民は経済大国二位の座から落ちたことに失望していない。 
物を売り逃げしてきた今までと違って、第四の消費時代は手間がかかり利幅少ない。しか

しこのシェア型ビジネスの成否がこれからの地球の運命を決める。 
 
「何が問題なのか？」  2012 年 5 月 25 日 
エネルギーのあるべき姿を夢見て自家発電の仕事を始めました。仕事を通じて電力会社の

役割の大きさを実感しました。電力会社はこれまで持続可能エネルギーの普及を阻止して

きたのではないか。この責任はとても重いと思います。 
環境技術分野の世界トップランナーである日本でなぜ自然エネルギーが普及しなかったの

か？環境ビジネスはなぜ冷や飯を食わされるのか？高速道路のような公共財である送電網

がなぜ電力会社に占有されるのか？1%程度しかない自然エネルギーが「電力系統乱す」と

排除されるのはなぜか？世界で固定価格買取制度の有効性が実証されているのに RPS 法

（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）に固執するのはなぜか？ 
これらの根っこは結局「原子力ムラ」と同じような気がします。電力会社こそ利権だけで

なく、エネルギーのあるべき姿を追求する組織であって欲しい。 
 
「シェールガス」  2012 年 5 月 25 日 
天然ガスの時代がはじまろうとしています。シェールガスが脚光浴びています。掘削技術

の向上によって地下 1000m から 2600m の頁岩を水圧で砕く採掘法が経済的に可能になり

ました。いまや地球上でガス埋蔵量は倍に、アメリカの天然ガスの価格は日本の 1/9 になり

ました。ガス値段が下がることを期待する人も多い。でも地中を破壊しても大丈夫なので



しょうか？シェールガスについて次のことが気になります。 
ガスが安くなれば省エネマインドが薄れる 
破砕のために大量の水を使う。 
地層を融かしたり、摩擦を減らすための化学物質が水質を汚濁する。 
採掘場で地震発生（すでに 10 倍になっている）。 
 

「僕のゴールデンウィーク」 2012 年 5 月８日 
息子が海外出張で、その間お嫁さんが 9 ｹ月の孫を連れて我が家に滞在してくれました。と

ても楽しい夢のような 2 週間でした。もう仕事なんかどうでもいいです。赤ちゃんってか

わいい。たとえ不機嫌でもその泣き顔もまたかわいい。幸せってすぐ近くにあるんだ。環

境や、政治や、仕事や、そんな大それたコト考えてると幸せ感が遠のいていく? 
 
「ブラックホール」 2012 年 3 月 28 日 
ブラックホールは非常に重い恒星がその一生の最後に大爆発起こしたときにできる。その

星の中心部は爆発の反動で急激に縮み物質が圧縮され、巨大な重力により光さえ脱出でき

ない。これがつまり宇宙のはじまる前の状態？このブラックホールが再び膨張するとき（ビ

ッグバン／ホワイトール）が新しい宇宙の始まり？そうすると宇宙は実はブラックホール

だけの数あって我々はたまたまその中のひとつの宇宙に住んでいるにすぎない？ 
 
「時空」 2012 年 3 月 28 日 
時空は時間が 1 次元、空間が 10 次元の、合わせて 11 次元。私たちの日常経験では空間は 3
次元に見えるけれど、これは 10 次元空間のうち 7 次元がとても小さく縮んでいるから。し

かし目に見えない次元からの影響は確実に受けている。 
 
「放射能」  2012 年 3 月 28 日 
放射能には環境ホルモンのときと同じ不気味さを感じる。手出ししてはいけないところに

人間は手を染めてしまった。でも最近環境ホルモンのことあまり騒がなくなったと思う。

最強猛毒のダイオキシンであっても問題ないという意見もある。確かに福島第一原発の放

射能で亡くなった方はほとんどいない。もちろん放射能は浴びないに越したことはないけ

ど本当はどうなのだろう。今回の放射能は後世でどのように評価されるのだろうか？ 
 
「町内会長」 2012 年 3 月 27 日 
ようやく町内会長の仕事が終わりました。太秦という郊外生まれ育ちの僕は京都中心部の

すごさを知りませんでした。民衆が京都の街を何百年と守ってきたのですね。決して役人

をあてにしない。先人がしてきたことと同じことを継続する。これが続いているからすご

い。町内神社のお祭り（神事ごと）、地蔵盆、運動会、新年会、各種世話役の仕事、泥臭い



人間関係。結構一年間大変でした。 
僕の町は鉾町ではないけど、祇園祭りのお囃子の練習なんか一年中聞こえてきますよ。 
京都人はプライド高く意地悪だとよく言われます。確かにそのとおり。でも自分たちの街

を守ろうとする気概は格別。脱帽です。 
 
「ゾウの時間とネズミの時間」 2012 年 3 月 5 日 
本川達雄「生物学的文明論」がおもしろかったので抜粋します。 
ゾウの寿命は 100 年、ネズミは数年。でもゾウもネズミも一生の間に打つ心臓の回数は 15
億回。どちらも体重当たり 30 億ジュール分の仕事をして死ぬ。つまり寿命の長さに関係な

く一生の間に使うエネルギーの量は同じ。速い時間の動物は短命ということにすぎない。 
人の場合は 15 億回打って 41 歳。これが自然が設計した人間の寿命。しかし人間は大量の

エネルギーを使って時間を速め、多大な医療費、介護費用を使って寿命を延ばしている。

人間の時間は環境問題である。 
生物は時間のベルトコンベアをエネルギーを使って自分で回している。ネズミはエネルギ

ーをたくさん使ってベルトを速く回す。ゾウはゆっくりと回す。冬眠中はほとんど回さな

い。 
速い時間とゆっくりの時間とでは時間の質が違う。その中で経験できることにも違いがあ

る。41 歳以上の人間の生はおまけ。おまけの分をわきまえ、環境に与える負担をできるだ

け小さく生きていきたい。 
 
「原発のコスト」 2012 年 1 月 31 日 
原発の発電コストを低く設定することによって電力会社は原発をドル箱にしてきた。原発

に要する見えないコストは私たちの税金が賄っている。大島堅一「原発のコスト」を読み

ました。やはり脱原発しかない。長くなりますが抜粋します。 
＜原発事故費用のうち、金銭で表せる部分＞ 
損害賠償費用、事故収束・廃炉費用、現状回復費用、行政費用あわせて 9,340 億円 
＜発電事業に直接要するコスト＞ 
著者算定の原子力単価は 8.53 円／kwh（経産省は 5~6 円／kwh）、火力 9.87 円／kwh 
＜立地対策コスト＞ 
運転開始まで、開始後（含む固定資産税）、運転開始後 30 年超えでそれぞれ交付金がある。

原発一機あたり 45 年間で 1,240 億円。別にプルサーマルへの交付金もある 
＜事故コスト＞ 
IAEA 安全目標事故頻度：10 万炉年分の一の確率。福島第一原発事故：500 炉年分の一。

そもそも事故コストを kwh 当たりの価格に表すことは大きな無理がある 
＜廃炉後のバックエンドコスト＞ 
2004 年総合資源エネルギー調査会によるバックエンドコストは 18 兆 8,000 億円 



＜バックエンドコストに含まれていないコスト＞ 
ウラン濃縮後に残る劣化ウラン・使用済燃料回収ウラン処理費。MOX 使用済み燃料再処理

コスト。高速増殖炉開発コスト。ウラン燃料製造施設の運転、解体、ウラン廃棄物処分費 
＜再生可能エネルギーは原発に代わり得るか＞ 
現発電量の 20%を 15 年かけて再生可能エネルギーで賄うのに必要な費用は年平均 2 兆円 
原発なくして減る費用は年平均約 2.64 兆円。脱原発の便益はコストを上回る 
＜私たちは脱原発にいかに関わるべきか＞ 
原子力政策を推進してきた体制を完全に解体しなければ、「原子力村」は復活してくるだろ

う。将来世代に、放射性廃棄物と事故リスクという巨大な負の遺産を残すのか、再生可能

エネルギーを中心とするエネルギー体系を残すのか。これは私たちと将来世代にとっての

コストの問題である。「原発のコスト」を回避すること、これは脱原発によってのみ可能で

ある。 
福島第一原発事故は、技術的な安全対策がとられていなかったことが原因と言われるが、

それは原因構造の表面でしかない。なぜ安全対策が取られなかったのか。それは、エネル

ギー政策形成にあたって、原発の真のコストが隠蔽され、利益集団の都合の良い判断のみ

が反映されてきたからである。このような仕組みがなくならない限り、また新たな問題が

発生するであろう。福島第一原発事故の教訓を生かすためには、国民が強い政治的意思を

形成しなければならない。脱原発社会の実現は、私たち自らの「責任ある関与」にかかっ

ている。 
 
「今年の正月」  2012 年 1 月 
今年は息子夫婦が初孫連れて帰ってきました。おかげでとても楽しい正月でした。僕はひ

ねくれているから、こんなステレオタイプなことでは喜ばないと思っていました。でも赤

ちゃんってかわいい！こんなにいとおしい存在とは想像できなかったです。もちろんこれ

からもいいことばかり続くわけではない。子供に関しては幸せも不幸もまわりに増幅する。

覚悟はしよう。それにしても赤ちゃんって大きな存在だなぁ。 
 
「財政赤字を減らす覚悟とは」 2012 年１月 
大前研一の「リーダーの条件が変わった」を読みました。2011 年当初予算 92 兆円。歳入

は 48 兆円なので財政赤字は 44 兆円。この赤字をなくすためにどうするか？ 
１． 国家公務員と地方公務員、さらに郵便局や国立大学法人の職員など公務員に準ずる

人々700 万人の総人件費年間 60 兆円を 40 兆円にする。つまり、公務員数をギリ

シャと同様 1/3 削減して 20 兆円の歳出削減を行う。 
２． 消費税を 8%引き上げ（消費税 1%UP で年間 2.5 兆円の税収増）20 兆円歳入増加

を行う。ただし高齢者人口増加に伴い国家財政は毎年 1 兆円以上悪化しているの

で消費税は最終 18%程度にしなければならない。 



３． ゆうちょ総額預金量は約 180 兆円。ここに休眠口座が数十兆円ある。このお金を

国家のものとし国債元本償還に充てる。 
いまさらながら大変な痛みに気付きました。我々はこれだけの負担に耐える覚悟があるだ

ろうか？我々は社会やリーダーに不平不満を言う。でも我々に覚悟がないからこんな社会

やリーダーになってしまったのかもしれない。これから我々の勇気が試される。 
 
2007 年 4 月以降ミクシーや自分のホームページで不特定多数の方々を意識してブログを書

いてきました。特に PR してないし読者もいません。でも不特定多数の方が読むかもしれな

いという緊張感は自分の考えをまとめるのにとても役に立ちました。今日から Facebook に

も載せてみます。堅い話ばかりですみません。でもきっとこれが僕です。どうかよろしく

お願いします。 
 
「新しいライフスタイル」 2011 年 12 月 12 日 
これまで僕は大量生産・大量廃棄の経済構造の歯車の歯として一生懸命生きてきました。

結果として環境破壊の一端も担ってきました。その反省もあって、新しい生き方を探さね

ばならないとあせっています。 
多くの人は、これから生まれてくる子供あるいはその子供たちは地球規模での環境面の重

大な危機に直面するかもしれないと思っているのでは？そしてその元凶は僕たちのしてき

たことにある。 
資本主義経済が自己破壊的であるのは、「太陽からの贈与あるいは地球の蓄積してきた働き

を評価しない」、「環境や生態系の持続性を経済活動価値から切離している」ことに所以し

ている。経済を追求することが人間の幸せにつながらない。いまの経済では環境や資源の

限界を救うことができない。 
新しいあるべき姿も少しだが見えてきたように思います。これからはドラえもんの“のび

た”のような生き方を素敵と思えることが大切なのではないでしょうか？ 
一般に男の求める幸せは争いを伴う。女が求める幸せのほうが平和で身近な思いやりに満

ちた社会になるのでは？もちろん男も女もそれぞれいいとこ悪いとこがあります。でもい

ちど男は女の脇役に甘んじて女の幸せを応援してみたらどうだろう？すでに日本は特に若

い人はその方向に向かっているのかもしれない。世界は日本のライフスタイルを注目して

います。これからの日本人の生き方は世界のライフスタイルのブランドとなる。そんな未

来もすぐそこまで来ているようにも思える。 
 
「原発について」 2011 年 11 月 
原発について、柳澤桂子の「いのちと環境」「いのちと放射能」という本から抜粋します。

いつも同じような本に共感し、それでいて何も変えない自分と周りに嘆いています。 
「とにかく原子力発電はやめるべき。その一番大きな理由は、高線量の放射性廃棄物を処



理する方法がわからないということ。やめれば道は開けます。やめないでいつまでもそれ

に頼っていては新しい道は開けません。 
放射能の本当の恐ろしさは、突然変異の蓄積にあります。 
40 億年の生命の歴史の中で生きるように作られてきた現在の生物にとって、急激な変化は

致命傷です。これから生まれてくるたくさんの子孫にこれまでの美しい地球を残すため、

快楽のために無制限に放射性物質を放出するようなことを止めなければならない。 
砂漠化はどうしたら止められるのでしょう？荒れ放題の森林はどうやって立て直したらい

いでしょう？悲惨な未来を避けるために地球温暖化に対してなにをすればよいでしょう？ 
多くの問題は国境を、国家を、地域を越えて取り組まなければならないのにそうなってな

いのはなぜでしょう？これだけエネルギー節約が叫ばれているなかで、なぜあちこちでイ

ルミネーションがおこなわれるのでしょう？なぜこんなにテレビのチャンネルが必要なの

でしょう？ 
どんなにいい天気でも、衣類乾燥機を使うほうが便利で手間が省けることはたしかです。

でもこの豊かさは持続できません。なにをほんとうにたいせつにしなければならないのか、

あらためてみんなで考えていくべきだと思います。」 
 
「日本熊森協会」  2011 年 10 月 23 日 
戦後スギやヒノキを大量に植林しました。しかし安い外来木材が輸入されて日本の林業は

壊滅しました。手入れをせずに放置された森はいまや死の直前にあります。 
一方日本の工業化は木材の需要をどんどん減らしました。鉄道の枕木、電信柱、建築現場

の足場、オフィス家具、樽や桶など液体貯蔵・運搬用具、まな板、木箱までも木を使わな

くなりました。 
放置された森には日光が入らず下草も生えません。木が、山が死に、森に生物が生きてい

くことができません。森の死は保水力を弱め、土砂崩れ災害も多発。 
最近、NPO 日本熊森協会に入会しました。太陽光発電所ネットワークの会に加えて 2 つ目

です。熊森協会は熊が生きることのできる森を残そうという会です。元来熊は里山より民

家へ降りてくることはないそう。人間が熊の生活圏を破壊したから餌を求めて人里まで近

づくようになった。 
熊森協会の趣旨は大賛成。でも僕は何も活動しないだろうし、偉そうなこと言えません。

自然保護活動というのも気恥ずかしい。偽善も感じる。それでも本当はこれが僕の一番や

りたかったことかもしれない。 
山は間伐してあげればある程度復活します。木が売れるようになれば間伐費用もでます。

間伐材は燃料としても使用できます。近いうちに化石燃料代替品として脚光浴びるでしょ

う。日本林業の立て直しは環境の立て直しでもある。 
 
 



「初孫」 2011 年 8 月 23 日 
先月、長男に娘ができました。写真見てもおっさんみたいだし、実感わかない｡初孫できて

も僕の気持ちは冷めたままでした。そんななか先週、東京出張の合間をぬって孫の顔を見

てきました。実際見るととてもかわいい。ご機嫌なとき、嫌なとき、うれしいとき、それ

ぞれ表情を見せてくれる。産まれてわずか 1 ｹ月あまりだけどすでに一生懸命生きようとし

ている。その必死さがとてもかわいい。これはかわいいと思いました。僕にも人並みな感

情あったんだ。 
孫の誕生をもって僕の子育てはすべて終った｡命はこうやって引き継がれるのですね。生物

としての役割が終わったいま、これからは現役の邪魔しないよう、できれば若い人たちに

役立つよう、そして願わくばおじいちゃんとしてかわいがられるよう、残りを生きていき

たい。 
 
「原発のこと」 2011 年 8 月 12 日 
原発をどう考えるか迷っています。 
確実に言えることは、我々はこれから放射能とともに生きるということ。 
小出裕章先生の原発の本を中心に自分の考えをまとめてみました。 
被爆 
いま直接問題となっているのは外部被爆。外部被爆では透過力強いガンマ線（放射性ヨウ

素、セシウム）が問題。これから本格化するのは内部被爆。内部被爆は透過力弱いアルフ

ァ線（プルトニウム）が問題。アルファ線を放出する放射性物質は付着したごくごく近傍

の細胞にだけ濃密に攻撃する。体内に取り込んだ放射性物質は 1 日 24 時間、何日もずっと

放射し続け、外部被爆とは比較にならない影響を与える。内部被爆問題は環境ホルモン問

題に通じるような気がする。 
汚染 
完璧な安全を求めてはいけない。一つ一つの食品に「汚染度」を表示し、個々人の判断で

「食べるか食べないか」を決める。自分の命に関わる基準を政府に決めてもらう今の風潮

は根本的におかしい。60 歳以上は汚染度の高い食品を食べる。 
温排水の問題 
日本に降る雨は 6,500 億 ton／年。そのうち川へは全部で 4､000 億 ton／年。日本の原子力

発電所から流れてくる 7･c 暖かい温排水量は 1,000ton／年。日本近海は異常に暖かい。温

排水は火力発電でも一緒｡但し火力効率は原子力の約 1.5 倍｡単位電力量当たり温排水量は

火力が少なくなる。 
原発のコスト 
原発は安いとされている。しかし廃炉にする費用、使用済み核燃料を処理する費用、使用

済み核燃料を永久保管する費用はコストに含まれていない。原発は本当に安いのか？使用

済み核燃料は最低でも 10 年は冷やし続けなければならない。 



結論 
我々の世代は好き勝手に地球と資源を使い、はるか未来の子孫に莫大なコストを押し付け

ているような気がする。やっぱり原発に頼らない（脱原発）、身の丈あった生き方を模索す

るしかないのでは？ 
 
「男社会」 2011 年 8 月 12 日 
若い人と年配の人とでだいぶ違いあるけど、男と女はとっても違います。男は女を理解で

きない｡なぜならいまの社会は男社会だから。男は男以外の感性に気づかない｡男も無意識

のうちに「男はかくあるべき」というステレオタイプの観念にしばられている。男社会は

競争や順位づけを競う。その行き着く先が原発や戦争、環境問題｡これらはこれまでの政治、

経済界、電力会社等の既得権を守る閉塞感の原因ではないか？男社会はいまも底辺で続い

ている。 
なでしこジャパンの活躍は男社会の押さえつけをはねのける新しい時代の始まりを意味す

るかも。普通の人が輝き、女も時代に参画しようとしている。新しいライフスタイルが広

まればいいなぁ。 
 
「がんばろう」    2011 年 7 月 4 日 
すみません、いつも堅い話で｡先週、石弘之先生の講演会を聞きました。 
「起きて困ることは起きないことにしよう」これが日本人の精神構造だそうです。 
原発は政府と電力会社が一体となっていろいろな利権を守る社会｡是が非でも促進を貫き、

最初から結論ありきの社会。そして補助金漬けが自治体の自助努力活力を削いでいる。酷

だけれども東北の人々の忍耐強さが原発事故を招いたとも言えるのかもしれない。日本人

はもっと怒らなければいけないと。 
これまでの原発事故をウラン量で比較すると広島で 64kg、チェルノブイリで 36ton、福島

で 1,048ton だそうです。 
電力消費は 30%節約してもたかだか 1990 年代消費量と同じとか。節電はできるはず。 
僕は仕事柄、電力会社の慇懃無礼さを身に沁みて感じています。電力会社はこれまでこと

ごとく分散型発電事業者を潰してきました。発送電分離や自然エネルギー固定価格買取制

度も過去十数年、議論以外何もできませんでした。政府も世界に向かって CO2 削減の大見

得をきるだけで何一つできません。今回は変革への大きなチャンスでした。間違ってもい

いから一度みんなでライフスタイルを変えてみません？いま変わらなければいつ変わるの

か？それとももう変革は永遠に無理なのでしょうか？ 
石油枯渇時代は必ず来ます。世界で最も省エネ社会を実現した国が次の世界のリーダー。

その最短距離にいるのは日本。これをチャンスに変えたいなぁ。 
 
「最近の仕事」  2011 年 7 月 4 日 



東京に比べて大阪の街はキラキラ。節電意識も低いと思います。でも東京電力の電力不足

が叫ばれて以来、僕はかつてなく忙しい日々を続けています。決して儲かってはいません

よ。不良在庫だった発電機が瞬く間に売れるのを横目で見て景気いいなと思いました。で

も発電って難しいのです。発電機があれば電気が使えるわけではありません。いっぱい検

討しなければならないことがあって、仕事の数をこなせません。検討要請だけいっぱいあ

るのでムダで終わるのがほとんど。結局在庫品を右から左に動かすブローカーの人が一番

おいしそうに見えてしまいます。物作りがもっと報われたらいいのになぁ。 
 
「ひだまりさんの死」 2011 年 6 月 6 日 
僕のミクシー友達ひだまりさんが亡くなったことを知らせていただきました。闘病されて

いたことは知っていましたがやっぱりショック。いつもブログに暖かいコメントいただき、

ブログ書き続けることの支えになっていました。ひだまりさんは死後も魂は生き続けると

信じておられましたので向こうでお会いすることができるでしょう。死ぬことに対する僕

の孤独感も和らげていただけました。これまでに感謝するとともにご冥福をお祈りします。 
 
「電力不足」 2011 年 5 月 10 日 
僕は自家発電の仕事をしています。電力不足が叫ばれてから多くの超大手企業が日本中で

自家発電を探しています。いまエネルギーに新しい風が吹いています。できればこの風を

捕まえたい。それが復興に役立つのであればもっと素晴らしい。でもなにか僕の捕まえた

い風は違います。今夏の電力不足をどう乗切るかの風だけとしたらこれは復興でなく復旧

にすぎない。 
原発問題はこれまで散々電気を使ってきた我々みんなの問題。日本のあるべきエネルギー

の姿を高い志をもって議論しませんか｡原発停止に見合う 30%電力削減は自家発電で埋め

てはダメ｡エネルギー使用量減らすことが先決。これは来るべき石油枯渇時代に対する予行

演習でもある。 
今大胆な挑戦から逃げれば未来永劫斬新なことはできない｡本気で新しいことやり遂げよ

うとする機運が生まれて欲しい。生まれるかなぁ？心配です。 
自動販売機を廃止する。サマータイムを実現する。自家用車を減らす｡テレビ局を輪番制に

する｡コンビニ 24時間営業を自粛する｡試みてみる価値あることはまだまだいっぱいありま

す。 
世界で最も早く省エネルギー社会を実現する国が次のリーダー。日本はいまその最短距離

にいる。でももしこのチャンスを逃せばその絶望感はとてつもなく大きい。 
 
「東北関東大震災」 2011 年 3 月 29 日 
今回の大震災をどう語っていいのか、語る言葉が見当たりません。 
でも震災を通じて日本人の共有する心が大きく変わったような気がします。 



助け合いの思いが高まっています｡ 
信じられないような風景の真っただ中でも「自分たちよりもっと困っている人たちがいる」

と他人を思いやる余裕もあります｡人って温かい。 
閉塞感漂う震災前の社会は何だったのでしょうか？ 
日本人は変わった。世界の人も変わろうとしている。日本は世界を変える力を持っている。 
何が幸せか、みんな「気づき」があったのではないでしょうか。 
 
「被災した発電設備の復旧」 2011 年 3 月 29 日 
納めた発電機が被災したので震災後 1 週間目と 2 週間目の土日に茨城県へ出向きました。

東京駅が少し薄暗い｡高速バスから見る東京の街が、道路が空いている。お客様の工場では

連日連夜の復旧作業。震災は関わる人たちに仲間意識を芽生えさせ、人に優しく、人の温

もりを感じさせてくれる。それにしても車の少ない、少し暗い東京の街は好きです。 
地震、津波、原発と打ちのめされてやっと節電されました。ここまでしないと人は省エネ

しないのでしょうか？いろいろなことを考えさせる震災でした。 
 
「無縁死について」 2011 年 2 月 28 日 
NHK で報道されて以来、ネガティブな意味で無縁死が問題になっています。島田祐己は「人

はひとりで死ぬ」で、無縁死についてこう言っています。 
いま私たちは孤独な死を恐れている。死そのものよりも死に方に恐怖している。でも無縁

を求めてきたのは実は我々自身じゃなかったか？高度成長以来、人は田舎の血縁社会を振

り切り、自由を求めて都会へやってきた。集団就職は我々が求めた自由な生き方でもある。

おひとりさまとして生きようとする生き方は徹底した自由な生き方でもある。この生き方

を孤独と見るか、自由と見るかは人によって異なっていい。 
確かに両方の意味あると思います。一生懸命生きる中で、負担にならない、力になる良縁

が得られたらそれは最高だけれど、どこかで現実との間の折り合いをつける必要がある。

そのとき無縁あるいは非常に緩い有縁を選択したとしても少しもネガティブではない。無

縁であるか否かよりも、日々いかに懸命に生きるかが問われるだけなのでしょうね。 
 
「デフレの正体」 2011 年 2 月 28 日 
日本経済は景気で循環していない。人口（総人口ではなく生産年齢人口）の波で動くと「デ

フレの正体」筆者藻谷氏は言う。確かにこれまでの好景気は団塊世代と団塊ジュニア世代

が生産年齢にさしかかったときに起きている。声大きい団塊世代以上は今も給与や年金で

優遇され高齢富裕者として蓄財を溜め込み、消費しない。添付「日本の総人口の推移」を

見てください。生産年齢人口減少する日本の将来は真っ暗。この傾向は他国も似てはいる｡

さらに高齢化負担ものしかかる。筆者は三つの処方箋を上げています。 
１．高齢富裕者から若者への所得移管。２．女性の参加による生産年齢層の増加。



３．訪日外国人の増加 
どうやら生産年齢世代にもっと手厚い制度が必要ということみたい。 
結果論ではあるが団塊世代は人類史上最も恵まれた時代を生きてきた。少なくともこれか

ら若い世代の邪魔をしてはいけない。世代問題は世代間だけで解決するような制度が必要

なのだろう｡ 

 

「ブータンの王女」 2011 年 2 月 17 日 
先日、京都環境文化学術フォーラムでブータン王女の基調講演と、その後の日本大使、GNH
会長、京大・千葉大教授、世界銀行副頭取を交えたパネルディスカッションを見て来まし

た。議題は GDP（国民総生産）に変わる新しい指標 GNH（Gross National Happiness
／国民総幸福度）について。 
経済成長を絶対的な目標とするGDPはあるレベル以上の生活水準で国民の幸福度を測れな

くなる。幸福を目指した新しい指標が必要｡ 
貧困には二種類ある。物の不足による貧困と物の過剰による貧困｡日本はいま過剰生産によ

る職場不足で失業が増大している。 
一番をめざしてはいけない。なぜなら全員が一番にはなれないから。 
日本の今後のありかたについて答えは京都にある。京都の民衆は頑なに古いものを守り、

果敢に新しいものに挑戦してきた。確かに指針は僕の身近なところにあるのかも。昔を思

い出せばいいのでは。 
これからはグローバルからローカルへ｡フレンドリーライフ、スピリチュアルライフへ。 
「国家の政治哲学でも企業の経営理念でも、為して成すのは経営の品質、即ちリーダーシ

ップの品質につきる。一心ブレのないリーダーがあってこそ幸せを可能にする成長が実現

する」とパネラーの意見。本で読んだブータンの新しい試みのリーダーたちのオーラを直

で感じることができ、とても刺激的な一日でした。 
 
「最後の忠臣蔵」 2011 年 1 月 17 日 
僕は休みの日によく一人で映画を見に行きます。いまは邦画がとてもおもしろい。昨日「最

後の忠臣蔵」を見ました。涙がにじんで止まりませんでした。つくづく僕は日本人です。



討ち入り後 16 年経てなお主従の絆と忠誠心は変わらない。たまらなくいい映画でした。自

信もってお薦めします。それからプライベートなことで申し訳ありませんが、この映画の

照明は僕の実家が請け負いました。実家いわく今年は「悪人」と「最後の忠臣蔵」が邦画

グランプリ候補で、その両方とも照明を請け負ったとか。ちょっぴり自慢。 
 
「街場のメディア論」 2011 年 1 月 6 日 
今年もいろんな思いをブログにぶつけたい。僕なりに感じたことを表現したい。新書を読

んだ読後感が中心になりますが、一生懸命書きますのでどうかおつきあいくださいね。 
「政治家や官僚や経営者が無能だ」という言い方はあまりしたくない。「現在の混乱と混迷

をもたらした責任」は僕にもあると受け止めたい。でもやっぱりこの国のマスコミは少し

おかしい｡内田樹の「街場のメディア論」からです。 
テレビの中でニュースキャスターの「こんなことが許されていいのでしょうか」という常

套句が我慢できない。この言い方には暗黙のうちに「こんなこと」に自分はまったくコミ

ットしていませんよ、というメッセージが含まれている。おのれの無垢や未熟を言い立て

て責任を回避しようとする態度。日本のマスメディアは一貫して「被害者顔のクレイマー」

の増加に加担してきた。 
給食のときに「いただきます」と言うことに抗議した親がいた。自分は給食費を払ってい

る。誰にも負債はない、という理屈。「給食を食べる」という現事実は、食物の生産・流通

システムの整備、公教育思想の普及、食文化の深まりといった無数の「前件」の結果、は

じめて可能。その先人たちの積み重ねてきた努力の結果を享受している現実に対して「あ

りがたい」と思うのが普通でしょう？ 
傷害を受けた患者や、死亡した患者の家族の行動をメディアは非難しない。「弱者」とされ

る人たちの行動に瑕疵があっても、社会的に有効な形で伝えられることはない。一部の「弱

者」はそれをよく知っている。このために、とげとげしい反応に歯止めが一切かからない。 
 
「国家の命運」 2011 年 1 月 6 日 
日本は軍事力を強化すべきという意見が多くなったように思います。確かに心通じない異

国から家族を守るためには武装しかないかも｡でもできれば平和貢献で国家を守りたいな

ぁ。元外交官藪中三十二の「国家の命運」を読みました。 
現行憲法の下でも自衛隊や警察は戦闘行為でなく平和構築という分野において活躍できる

ところが多くある。日本は「日本としてやれることをやる」道を目指すべき。 
日本はアフガンの地で 500 の学校を建て、1 万人の教師を養成し、30 万人の生徒に教育を

与えてきた。650km に及ぶ道路を建設し、カブール空港のターミナルも完成させた。今 JICA
が派遣する 60 人の専門家集団は、現地の人々と一緒に農業、医薬、教育などに携わってい

る。アフガン 8 万人の警察の給与の半分を日本が支払っている。平和を構築するための日

本独自の方法は世界で高く評価されている。アフリカでも南太平洋でも、世界の隅々で専



門家たちがともに働き、技術指導している。こういうやりかたが日本のやりかたであって

もいいのではないか。2010 年 5 月にタンザニアで開かれたアフリカ開発会議の席で、キク

ウェテ大統領は日本によるアフリカ支援について、「日本ぐらい、きちんと約束を守ってく

れる国はない」と絶賛した。こうした実情を日本の人々はあまり知らない。 
 
「宇宙は何でできているのか？」 2010 年 12 月 10 日 
あかつきの金星衛生軌道失敗、とても残念です。6 年後のリベンジに期待。金星の大気は

CO2 が 90%以上｡表面温度 400･c 以上｡90 気圧の灼熱地獄｡温室効果のなれの果てである金

星は地球の将来を暗示していると言われています。 
「宇宙は何でできているのか」村山斉と「眠れなくなる宇宙の話」佐藤勝彦を読みました。 
星やニュートリノなど、我々が理解できる宇宙の物質量は全宇宙のせいぜい 5%だそうです。

太陽 220km/s、地球 30km/s という高速で動く宇宙の星を銀河系内に引き留めておくために

はもっと大きな重力が必要。このうち「暗黒物質」と呼ばれる未知の物質が宇宙の 22%を

占める。暗黒物質は物質らしく振舞うので私たちは物として理解可能。だが残り 73%の「暗

黒エネルギー」はまったく理解できない。宇宙が加速膨張しているにもかかわらず暗黒エ

ネルギーはその密度を薄めず、投げたボールを後ろから後押している。 
光が生まれたとき（ビッグバン以降約 30 万年）、宇宙は温度や密度が均一。このことは物

質や熱移動に光速以下という制限あるため、宇宙は当初インフレーションという光速以上

の大きな急膨張をしたと考えられる。宇宙は特異点となる「ある一点」から始まったので

はなく、どこから始まったかわからない虚数時間から始まった。トンネル効果によって虚

数時間が実数時間に変化したとき、いまの宇宙が姿を現した。 
宇宙は 10 次元空間であるという。私たちには三次元しか認識できない。10 次元のうち 7
次元が小さく縮んでいると考えられる。細い糸を遠くから見ると 1 本の線だが、糸の幅の

方向、つまり第二の次元は非常に小さいので遠目にはわからない。 
二次元の世界に住んでいる住民は、平面上に風車があっても接地している柱が止まって見

えるだけ。上で羽根車が回っていても二次元の住民には理解できない。このように私たち

には理解できなくても見えない次元からのエネルギーが私たちに作用している可能性はあ

る。 
 
「長男の結婚式」 2010 年 11 月 29 日 
今月初めに長男の結婚式がありました。手作りで暖かく余韻の残るいい式でしたよ。親も

一応無事役割こなすことができてホッとしています。長男の選んだパートナーはかわいく

やさしいお嬢さん。でかした我が息子！です。席上、長男が言いました。「お父さん、お母

さん、これまで育ててくれてありがとう。僕はお父さんお母さんの子どもでよかった」と。

僕は照れくさかったので“月並みなこと”とサラッと受け流しました。でも実は僕はこの

言葉が一番うれしかった。僕はこれまで息子に親らしいことしてきませんでした。もっと



明るい家庭に生まれていたら彼はもっと楽しい少年時代を過ごせたろうに。だから僕は死

ぬまでに「こんな親でごめん」と謝りたかった。それなのにこんな言葉もらってもう死ん

でも悔いありません。僕は僕の息子が彼で本当によかったと思います。 
 
 
「日本人は世界で評価高い」 2010 年 10 月 18 日 
近ごろ日本人は自信なくしてません？僕は国粋主義者になったのか、最近日本がとっても

大好き。日本人の世界の人々から尊敬されている度合いは中国人なんかに絶対負けてない

はず。「なぜギャルはすぐにかわいいというのか」山本博通、「親日台湾の幻想」酒井亨と

いう本を読みました。 
「かわいい」という感性は、日本列島の歴史や伝統の上に成り立つもの。自分に酔いしれ

ず、「今ここ」で誰かと何かを「共有」することを大切にする生き方。これがジャパンクー

ルでかっこいい。西洋人にない心の動きで「かわいい」とときめく感覚が、今、静かに世

界中に広がりつつある。 
世界的には日本の評価はどんどん高まっている。日本に好感を持つ人々は東南アジア、南

アジア、中東、アフリカ、欧州、中南米など世界に広がっている。 
日本は平和国家として 60 年以上もの実績がある。アジアの人々は評価し、信頼を寄せてい

る。日本は平和力を武器にして、人々を癒し、人類に貢献し、世界中から好かれている。 
中国の急激な成長に活気を感じ、中国を羨んだり、GDP で中国に負けつつあるなど危機感

抱いている日本人が多いようだが、彼らが羨む中国は、世界ではどれだけ軽蔑されていて、

彼らが衰退していると嘆き、卑下する日本がどれだけ尊敬されているのか。 
 
 
「死ぬことについて」  2010 年 10 月１8 日 
心のどこかでいつも「僕なんか生きていていいのだろうか？」と思っている。生きること

を許してもらうために人の役に立たねばと思う自分がいる。生きるってどういうこと？生

に思いを馳せるため、死の本を読みました。「ヒトはどうして死ぬのか」田沼靖一より。 
細胞は次の３つの方法で死ぬそうです。 
１．ネクローシス：外因等による物理的な細胞の崩壊。炎症や痛みを伴う 
２．アポトーシス：細菌の自死。身体からきれいに消去され浮腫や痛み炎症も起こらない 
３． アポビオーシス：非再生系細胞にはおよそ100年という寿命がプログラムされている。 
よくできているのはアポトーシス。細胞分裂する再生系細胞は分裂のたびにテロメアとい

う回数券を消費します。50～60 回分裂したら死ぬようにセットされています。 
自分の異常を感じた場合も細胞は死のシグナルを受け取る行動をします。細胞膜表面に「デ

スレセプター」と呼ばれるアンテナを出し、免疫細胞に見つけてもらってアポトーシスを

起こします。 



「オス」「メス」という性が現れたことにより「死」が必至となりました。確実に個体が死

に古い遺伝子を全消去することによって次世代へと続く生命の連続性を担保しています。

「自ら死ぬ」という利他的なふるまいがなければ、種の存続に適した個体をふるいわける

ことも、精巧な身体の形をつくることも、複雑な生命活動を維持していくことも不可能。

細胞において死はとても大切な役割を果たしています。 
旅に出て、山川草木の移り行く姿や見知らぬ人々との出会いに心が揺さぶられるのは、ど

こかで限りある命を思うから。わずか 100 年後には自分の周りにいる人たちはほとんど消

え去っている。 
僕も思います。人の命に限りあるから生が意味を持つ。必ず訪れる死を意識することが人

生を豊かにする。死は苦しくない。。。でも自分が死ぬとき、一人くらいは寂しく思ってく

れる人が欲しいなぁ。そしたらいさぎよく大往生できそう。 
 
「温暖化懐疑論」 2010 年 9 月 
反原子力発電急先鋒作家広瀬隆が書いた「二酸化炭素温暖化の崩壊」を読みました。彼の

主張は「CO2 が問題ではない。エネルギーを使うときに出る熱が温暖化の原因」。 
原子力の決定的な欠点は危険かつその廃棄処分を次世代に先送りしていること。それに加

え、彼は原子力（蒸気タービン発電）がコンバイン（ガスタービン＋蒸気タービン発電）

に比べ発電効率が約 1/1.5 しかないことが問題と主張している。つまり発電当たり温排水量

が多い。原子力が天然ガス発電より低効率であるにもかかわらず、CO2 を発生しないとい

う理由で許容されているのが我慢ならない様子。 
う～ん。考えてしまった。確かに発電効率や温排水問題については彼の主張するとおり。

でも化石燃料を使わない方がいいのは CO2 を出すからだけではない。化石燃料に持続性と

再生性がない。人類の要求するあくなきエネルギー需要を前提とする限り原子力を拒否す

ることはできないと思う。CO2 削減＝省エネルギー。やっと高まった省エネ機運にまで水

を差すのであれば温暖化懐疑論者は許したくない。 
 
「プライベートなことですが」 2010 年 8 月 
プライベートなことですが、11 月に長男が結婚します。社内恋愛で、とても明るいかわい

いお嬢さんです。申し分ありません。ベタベタしているわけではないけど、でもいまや二

人ともお互いの相手なしに将来人生は考えられないくらい絆を培っています。最近彼らは

私たち親をとても大切にしてくれます。親らしいことしてこず、「父親として認めない」と

も言われていたので僕は親孝行してもらえるとは思っていませんでした。息子には小学生

までのかわいさだけで一生分の親孝行をもらったと満足しています。これからの親孝行は

お釣りです。幸せにお釣りがあるなんて本当にありがたい。。。 
 
「男と女に関する本」 2010 年 6 月 



男と女の違いってすごい。本 2 冊より。 
長谷川眞理子の「生き物をめぐる４つのなぜ」。  
哺乳類すべての個体は雌になるよう遺伝的にプログラムされている。性染色体が XY の場合、

Y はメスをオスにするためだけに使われる。一方メスは XX だから片方の X に異常あって

も別の X で修復することができ、異常に対して強い。 
複雑なさえずりや大きく美しい飾り羽などは生存に直接関係ない余分なもの。本当に元気

よく、病気にも強く、力と活力ある雄のみが、このような余分なものにエネルギーを使う

ことができる。この余分なものがどれほど立派であるかによって、雌は、本当に元気で活

力ある雄を見分けているのではないか。 
竹内久美子の「女は男の指を見る」。 
オスは精子をメスの体に送り込む前に、メスの体内の別のオスの精子を掻き出す。人間の

ペニスの先の返し、太さ、射精までにする数回のスラストはこのため。 
女はいつもそこそこの男で手を打っている。ただ排卵期にはその鋭い嗅覚によって本当に

いい男を選び、交わる。そして子育ては何も知らないダンナにさせる。 
「浮気がいけない」は浮気で成功する望みのない男たちの都合よい論理。男の浮気が成功

するのはほんの一握り。浮気は成功しない男が圧倒的。「浮気はいけない」はそれら多数派

の支持を得る。女は男に優れた精子こそを求めるが、優しさや真面目さは必要ない。。。 
おもしろい。新鮮でした。男と女の仲ってまだまだ不思議がいっぱいです。 
 
「牛の顔が見れない」 2010 年 06 月 22 日 
口蹄疫伝染病の発生から 2 ケ月。家畜の殺処分、埋却が続きます。牛がかわいそうで仕方

ありません。テレビで牛が写るたび僕はチャンネルを変えていました。先日牛の埋却にか

かわった建設業男性の記事が載っていました。「涙がこぼれ、牛の顔をどうしても見ること

ができなかった。時折牛舎から殺処分される牛の鳴き声も聞く。まだ生まれたばかりの赤

ちゃん牛を親牛の隣に並べてあげるのが精いっぱい」という。すべて善意の人。誰も悪く

ない。それなのにどうしてこんなことが？人間のために犠牲になってくれた牛たちと、そ

れを人知れず処理してくれる人たちに心から感謝します。宮崎で起こっていることに思い

を馳せながら毎日の食事をいただきたいと思います。 
 
「愛犬の去勢手術」 2010 年 6 月 7 日 
我が家の愛犬は柴犬のオスです。とてもかわいいけどやんちゃ。思うのですがオスの性欲

ってすごいですね。あまり落ち着きないので先日去勢手術しました。でも結果は以前と変

わらず。僕は去勢は男の沽券をずたずたにすると思います。いまさら言っても仕方ないけ

ど、同じオスとしてかわいそうなことをしたと反省。それにしても性欲を授かったオスの

性って大変。動物のオスはメスに受け入れてもらうため涙ぐましい努力をする。美しくも

着飾る。頭の中はメスのことで 80%以上？一方メスはオスを冷静に厳しく選ぶ。 



昔の日本は男尊女卑。男が女を鑑賞し、女を選んでいた。最近が本来の姿？若い男が美し

い。一方女も 50 代過ぎても美しい。オヤジを除いて日本人全体が美しくなった？（オヤジ

はゲームに参加せず鑑賞するだけだから美しくなくていいか！）美しい異性が増えること

は男も女も幸せ。我が家の犬もメスにガツガツせずにさわやかな犬生を送って欲しいなぁ。 
 
「日本経済の真実」 2010 年 05 月 26 日 
辛坊治郎の「日本経済の真実」を読みました。日本の国の財政状況がわかりやすく解説さ

れています。日本はいつ破綻してもおかしくない。ものつくりが海外へ逃げ、仮に企業の

業績が回復したとしても国内にお金は落ちない。郵貯の 80%が国債を購入。民間金融機関

も大量に国債を購入。資金が政府に集まり、政府がその生かし方を失敗すれば私たちの蓄

えは一瞬に消失する。日本に将来はないという論調です。環境についても、不公平な負担

が日本の競争力を弱めると主張。確かに国が破綻したら環境どころじゃないよね。環境を

思いやるためには経済的な余裕が必要。 
ただ、辛坊さんの議論にはそれではどうしたらいいのか、国益と地球益が共存するような

経済構造をどうしたら作れるかという観点が抜けている。日本人に余裕があるいまの間に、

持続性ある経済構築を目指さなければ。もしかしたらいまの若い草食系と呼ばれる人たち

のさわやかなライフスタイル（オバチャン感覚の超効率主義や、エコ志向、家族も地元も

大好き）は新しい経済構造を模索している結果なのかもしれない。 
 
「蜘蛛の糸」 2010 年 05 月 10 日 
環境問題のことを考えるとお釈迦様の「蜘蛛の糸」を思い出します。先進国の豊かな生活

に憧れた新興国 30 億の人々が新たにこの細い糸に群がっています。この糸はこの重さに耐

えられません。糸が切れれば全員地獄へ落ちます。でも。。。先に登ったからといって「こ

の蜘蛛の糸はおれのものだ。下りろ」とも言えません。生まれてしまった人を蹴飛ばすこ

ともできません。できることは地味だけど一人一人の糸への負担を軽くするしかない。こ

れから生まれてくる人を制限する？いま生きている人をダイエットする？いずれにしろ日

本こそ手本を示さなければならない。日本には世界の模範たる行動を起こすだけの知識と

品格がある。にもかかわらず糸が切れるかどうかの議論で足踏みしている現状がとっても

残念。 
 
「オッサン」 2010 年 04 月 13 日 
オッサンの自覚を持たないとダメと思って読みました。富増章成の「オッサンになる人、

ならない人」にいっぱいオッサン例が書いてありました。気になるものだけ抜粋。 
オッサンの最大の特徴は周りを気にしないこと。 
女性と話すとき近づきすぎること。 
寂しがりでちょっとでも面白い話が受けるとうれしくてしょうがないこと。 



あらゆる場で自己流。オッサンが動けば動くほど周りの人は暑苦しくなる。 
オッサンは誰からも関心を持たれない。だから気が緩んでますますだらしなくなる。 

＜若者によるオッサンについてのアンケート＞ 
説教好き。年齢的なプライドあって若者の発言を正当化しない。肩についたフケを気にし

ない。スポーツ新聞とヨレヨレの背広。頭がくさい。裾から素足が見える。口がくさい。

半径 1m 以内に近づくと酒とタバコのまじったにおい。脂っぽい。やたらと汗をかいている。

耳毛・鼻毛。ベルトの腹が乗っかっている。笑い方がいやらしい。お手拭で顔を拭く。あ

たりかまわず平気でつばを吐く。つまよう枝をくわえる。笑いすぎると咳き込む。運転を

すると人が変わる。。。 
いやはや冷や汗だらだらです。気をつけますぅ。 
 
「約 130 億年前の星」 2010 年 4 月 11 日 
昨日、ハッブル望遠鏡が約 130 億年前の星をとらえたことを NHK で特集していました。 
時間と空間は密接に関連しており、数学的に言えば虚数と実数の違いだそうです。光の速

度で走るものは空間が（あるいは時間が）ゼロになる。つまり自分が飛んでいるどの二点

間の距離も０であり、その経過時間も０。それでは 130 億年前の光とはいったい何なの？

空間も時間もゼロっていうことは 130 億年前と現在とが同居しているってこと？過去はす

べて消え去らず残っているってこと？それじゃ未来は？我々はたまたま一つの世界に住ん

でいるけど可能性あるぶんだけ多世界が存在するという学説もあります。こんなこと考え

ることはとっても好きです。 
 
 
「脱化石燃料」  2010 年 3 月 16 日 
地球上で起こる紛争のほとんどが資源争奪に起因しているとすれば、自然エネルギーは環

境だけでなくあらゆる紛争も解決する。戦争等にかかる費用すべてを太陽光発電につぎ込

んだとしてどれだけのことができるかを検討してみました。数字が大きすぎて目がクラク

ラしますが、結論として自然エネルギーの可能性はとっても高い。 
世界中で使われている総軍事費（2005 年）：    約 100 兆円／年  
 (Stockholm International Research Institute より) 
世界の石油など化石燃料関連への公的支援金額：   約 36 兆円／年 
 (国際再生可能エネルギー機関事務局長の日経記事より) 
世界原油生産量（100 ドル/ﾊﾞﾚﾙ、100 円/ﾄﾞﾙとして）：  約 300 兆円／年 

(日生産量 8,500 万ﾊﾞﾚﾙ→310 億ﾊﾞﾚﾙ/年→約 5 兆 Lit／年) 
合計 436 兆円で設置できる太陽光発電所(50 万円/kw として)： 約   8.7 億 kw 
人類が使用している総エネルギー量（電気・ガス・石油等）：    約  160 億 kw 
人類が地上で利用できる太陽光エネルギー量：   約 10,000 億 kw 



 
 
「この国の未来へ／グリーン資本主義」 佐和隆光 2010 年 02 月 
尊敬する佐和先生の本、「この国の未来へ」と「グリーン資本主義」より。 
20 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。今世紀は、それによって引き起こされる地球温暖化と

気候変動の緩和に努力しなければならない。さもなければ世界は想像を絶して余りある惨

状になる。 
新興国・発展途上国において、従来型インフラ整備による不況対策は特効薬として有効。 
しかし先進国においては従来手法による不況対策は無効。耐久消費財普及による経済成長

も期待薄。90 年までは自動車産業波及効果によって大きな経済成長率を達成できたが、91
年以降のデジタル製品では波及効果が小さく今後高い経済成長率は期待できそうにない。 
先進国では食料品など生活必需品は仕方ないとしても、経済は資源を使わない方向に進む

べき。つまりエネルギー費や水、地下資源等の価格を上げて、自然エネルギーや省エネル

ギー、省資源にお金を振り向けるべき。いずれ資源限界がすぐ目の前にやってきて原料価

格高騰時代が来る。「資源を使わないこと」や「モノよりも精神的な幸せを求める」サービ

スにお金を投資し、新しい産業を育成すべき。21 世紀技術革新は「低燃費」、「低炭素化」、

「廃棄物最小化」、「再生可能」などといった環境保全関連以外にはない。 
新しい産業興すためには補助金方式はコストかかりすぎ。補助金に頼らなくても炭素 1ton
当たり 3000 円課税すればガソリン価格はわずか 2 円上昇で税収は約 1 兆円増える。 
「世界全体の温室効果ガス排出量半減」が目標とされている理由については、人為起源で

排出される CO2 が森林や海洋により吸収される量の約 2 倍だからである。 
 
「国の借金」  2010 年 0３月 01 日 
この国の借金が心配です。どうなるのかちゃんと説明して欲しい。 
与謝野前財務大臣は言っています。「国債の返済を除いた国の歳出は歳入以内に抑えるべき。

そして過去発行した国債の返済は新たに発行する国債で返す。もし国の経済成長率が国債

金利分より高ければ、年度末での国の借金は増えない。この状態が最低限の基本。」今の民

主党予算はあきらかに使いすぎ。 
予算総額  92 兆円（2010 年度）／80 兆円（自民党時代） 
税収   38 兆円（2010 年度）／50 兆円（自民党時代） 
国債新規発行  44 兆円（2010 年度）／30 兆円（自民党時代） 

我々は身丈以上の生活を享受してそのツケを子どもたちに回している。子ども手当ても本

当は親のため？一刻も早く借金を減らしもっと身軽な社会を子どもたちに渡すべき。環境

問題も資源の使いすぎが問題。なんか借金問題も環境問題と同じ根っこを感じます。我々

は負担を受け入れ、借金を少なくすべきではないでしょうか。 



 
「欲しがらない若者たち（山岡拓）を読んで」 2010 年 03 月 01 日 
同じ思いがしたので本から抜粋します。 
いまの若者はモノを欲しがらない。これは物質的に裕福な経済が成熟した帰結かもしれな

い。これがデフレというもの？モノの消費が伸びなかったら今の経済は縮小する。縮小を

前提とした幸せや精神的な充足感をいかにして築くか？世界経済に占める日本の地位も今

より小さくなり成長は難しくなる。この中での私たちの「暮らしの満足度」をどうやって

高めるか？これはこれまで他国が経験したことない新しい段階に日本が到達したというこ

と。持続できる地球環境を実現するためにもこれは乗超えなくてはならない課題。コンテ

ンツや環境対応型商品の技術力や付加価値を利用して私たちの暮らしを高める。これを成

し遂げるしか日本の生きていく道はない？ 
 
 
「やっぱり環境が心配」   2010 年２月 10 日 
昨日会社の人と飲んだ席でグリンピースの反捕鯨の話になりました。「なんで鯨だけ？鯨が

なくなったらどうなるの？」と尋ねられて答えられませんでした。「たかだか人の手の届く

範囲だけ自然を壊したとして、それがたいしたことなの？」との意見。世界の海で魚がな

くなっていると思うか？と聞いてみると「そうは思わない」と。たしかにまだ居酒屋に魚

はたくさんある。僕も本を読んだだけで海の中を見たわけでない。結局いまを危機と思う

か思わないかの感性が違うだけなのだろう。省エネをテーマに一緒に仕事する仲間にして

これだけの温度差。 
石弘之の最新作「キリマンジャロの雪が消えていく」を読みました。彼の本はほとんど読

んでいます。環境の現状の現場からのレポート。読後はいつも暗澹たる気持ちになります。

僕は人間がもっとかしこいものだと思っていました。自分たちの存在基盤が崩れる前に、

人類は必ず叡智と勇気をもって破滅を回避する。地球や他の生物のためでなく、まさに自

分自身のためなのだから。。。でもどうやら間違っていたかもしれない。貧困、人口爆発、

戦争・紛争、非持続的な資源収奪。これらに人間は解決策を見出せないでいる。本当に間

に合わないかもしれない。目先の資金のための環境破壊。貧困による破壊。破壊は紛争を

支え、政治腐敗は破壊を助長する。 
やっぱり僕は環境が心配でたまりません。“温室効果ガス 25%削減”、この１点で鳩山首相

を応援することにします。 
 
「柴犬を買ってしまいました」 2010 年 01 月 
今年もよろしくお願いします。ところで我が家で

飼っていた柴犬が亡くなって 1 年以上。このたび

とうとう 3.5 ｹ月目の雄の柴犬を買ってしまいま



した。かわいくてかわいくてたまりません。癒されてます。でも、もはや犬は僕を目下に

思っている節があります。権威を保つのはむつかしい。 
 
「水について」 
「水ビジネス」吉村和就より 
化石燃料よりも先に水が枯渇する。水問題はエネルギー問題よりも逼迫性が高い。しかも

数多くの国境をまたぐ。水はペットボトルで 30 万円/t。水道水は 140～400 円/t。工業用水

は平均で 25 円/t。農業用水は平均で 4 円/t。水は安価で取引されすぎている。管理にお金

をかけられない。 
氷河は「巨大な水の銀行」。ヒマラヤとチベットの氷河は世界の７大河川の流量を支え、そ

の流域の 20 億人以上の生活を支えている。その貯金が急速に減少している。 
水を作るビジネスでも日本は出遅れ。海水淡水化の膜分野では日本は世界の 70%を独占。

しかし単なる膜納入メーカーで終わっている。近代以降、日本国内では地方自治体が上下

水道の運営を続けていたため一民間企業は包括的に上下水道を管理するノウハウを持って

いない。システムを手掛ける能力を育てないと日本は使い走りで終わってしまう。とって

ももったいない。 
 
「カワイイ生き方」  2009 年 12 月 
坂を転げ落ちるように今年も 1 年終わりました。時の経つスピードは本当に年々加速して

いる。年齢とともに体内時計も生き急いでいるのでしょうか? 経済も環境も来年は今年よ

り厳しくなる。もう昔の経済成長時代には戻らない。いまのままのスタイルではますます

生きにくい。地球上の資源に限界が見え、原材料もこれからもっと高騰する。私たちは、

資源を使わない、物欲を越えたところの幸せを掴まなければならない。 
「世界カワイイ革命」櫻井孝昌を読みました。「カワイイ」という言葉は世界中に通用する。

そこには「東京的なもの」「日本的なもの」というニュアンスも含まれている。もしかした

ら「カワイイ」はこれからの幸せのありかたのひとつかもしれない。 
アニメ・マンガ、日本語、日本食、歌舞伎、相撲、お茶、生け花、芸者、ファッションと

いう日本文化を世界の人は大好き。世界は日本人に敬意と共感と関心を寄せている。日本

人が仕掛けたわけでなく、世界の人が「勝手に」見つけてくれた「カワイイ」。競争や争い

に明け暮れる生き方より、カワイイのほうがよほど平和で幸せです。日本を、父親や母親

のように思う世界中の若者たちがいま同時多発的に激増。私たちは自信を持とう。 
もちろんこれは日本の先人の努力があったればこそ。本当に日本人は普通の人がすごい。

誰が見てなくても誠実に仕事をこなす。当たり前だけど、でもめずらしい。 
我々の世代は苦労してやっとここまでたどりついた。でも今の日本の若者は生まれながら

に優雅さを見につけている。彼らならきっと環境や幸せを大切にする新しい価値観、ライ

フスタイルを実現できるだろう。来年は若い人に期待。 



 
「世界は分けてもわからない」  2009 年 12 月 4 日 
人間の身体って誰が作ったのでしょうね?うまくできている。福岡伸一の本を紹介します。 
「すべての細胞はたったひとつの受精卵から出発する。細胞分裂によってコピーされる。

ある細胞が特別な形の突起を提示するとそれに隣接した細胞が相補的な形の陥没を提示す

る。それらが結合して双方細胞に交信がなされる。「君が皮膚の細胞になるのなら、僕は内

臓の細胞になるよ」と。全体を見通す役割は最初から最後まで存在しない。細胞は互いに

まわりの空気を読んで自分のありかたを決めている。バラされて隣同士の相互作用が失わ

れると自分が何になるべきかわからなくなり、ほどなく死んでしまう。 
がん細胞とは急に周囲の空気が読めなくなった細胞、停止命令が聞こえなくなった細胞。

いま話題の ES 細胞もまわりの空気を読むことができず増え続けることしかできない。言い

換えれば ES 細胞とはがん細胞みたいなもの。」 
 
 
「男もさみしい」  2009 年 11 月 11 日 
女性による結婚詐欺事件についてです。「あんな女のどこがいいんや？」って意見もよくわ

かるけど、ひっかかる男の気持ちもわかる。男の女に対する興味が肉体に偏りすぎという

傾向もあるが、それも含めて男にとって女はなくてならないもの。実は僕も結婚したら、

あるいは歳取ったら、あるいはいろんな経験をしたら、女のひとに対するあこがれはなく

なるのではと期待してました。でもちがう！やっぱりいつまでたっても女好き。女の人の

いない寂しさはよく理解できます。詐欺に出会った男の人がどうだったかは不明ですが、

適齢期を越えたり初老の域に達すると、女の連れ合いのいない寂しさは身に沁みる気がし

ます。異性を求める気持ちはきっと男のほうが女より強い。もてないという言い方は失礼

だけど、彼女のいない男の人を励ますビジネスはこれからもニーズが高いような気がしま

す。 
 
 
「日本は資源大国」  2009 年 11 月 11 日 
「日本は資源小国で国土も狭い。人口も少ない。内需には限界がある」という言い方はそ

ろそろ止めよう。日本にないのは化石燃料だけ。それ以外は日本に資源は十分ある。工業

製品を再生可能な資源とみなした都市鉱山が日本にはある。 
「天然埋蔵量世界一の国のシェア／埋蔵量」と「日本の都市鉱山埋蔵量比率」を下記 

金：  南アフリカ 14%  ／日本 16%（時価総額約 22 兆円） 
金鉱山 1ton から取り出せる金 5g。携帯電話 1ton から取り出せる金 300g

銀：  ポーランド 19%  ／日本 22% 
銅：  チリ 31%  ／日本 8% 



インジウム： カナダ 36%  ／日本 61% 
液晶テレビ、太陽光電池電極に使う。 

鉛：  オーストラリア 26% ／日本 16% 
アンチモン： 中国 44%  ／日本 19% 
タンタル： オーストラリア 93% ／日本 10% 
リチウム： 南米 60%  ／日本 50% 

降水量でも日本はとてもめぐまれている。太陽光エネルギーも平等。 
 世界平均： 970（サウジ 100）mm/年 ／日本 1,730mm/年 
これで資源小国と言ったら欲張り過ぎと違う？ 
 
 
 
「経済活動と幸せについて」 
いまの経済が成長してもその先に幸せがあるのだろうか? ブータンでは GDP に変わる新

しい指標 GNH（Gross National Happiness 国民総幸福量）を開発中。私たちはもっと何

を幸せに感じるのか研究しなければならない。「ブータンに魅せられて」や「幸福の方程式」

という本を読みました。 
確かにある水準までは幸せになるためのお金は必要。でもそれ以上は私たちはお金で買え

る向こうに幸せを求めています。生死さまようほどの状況でないほとんどの日本人はすで

にある水準以上の生活者ではないか? 
経済活動の目標は人々の充足感を向上すること。幸せであることをサポートすること。自

分の存在を肯定する「自尊心」と、他人の中に自分の「居場所」を持った幸せな人を増や

すこと。幸せの感じ方はその人の心の持ち方にもよるが、経済活動はそうした“人に囲ま

れる幸せ”をサポートするものであるべき。人と人とのつながりをはぐくむ商品やサービ

スを提供するものであるべき。 
その意味では最近の低価格競争は人を幸せにしない。強烈に欲しいわけでなく、ただ単に

必要だから安く買う。そこに買うことによる幸せはない。作る人も売る人も、買う人さえ

も幸福になれないのであれば、具体策はわからないけれど商品やサービスの新しいありか

たを考え直さなければならないのだろう。 
 
 
「やり残したこと」  2009 年 9 月 19 日 
歳をとるとともに老いを身近に感じることが多くなりました。繁殖を終えてもなお他の生

き物の“いのち”を頂きながら生きていく人間の老いに意味はあるのか？ もし後からくる

者へ“自分の経験の伝授や死にざまを見せる”ことが老いの意味だとしたら僕はまだ生き

ていてもいいのかも。その意味ではまだ大きな仕事をし残しています。 



親は死んで家族の命をつないでくれました。僕も去ってゆく身を惜しまれながら子や孫に

命をつなげればいいなぁ。そしてその子や孫もいずれは死ぬ。。。 
マザー・テレサは「人生のたとえ 99%が不幸だとしても、最後の 1%が幸せならば、その人

の人生は幸せなものに変わる」と言いました。最低限、目をつぶる瞬間に「みんなに会え

てうれしかった。ありがとう」と感謝はしたい。そのときのためにも、いま恥ずかしくな

い生き方をしたい。 
歳とることを新鮮と感じることもある。人間はいくつになっても自分にとっては初めての

歳。歳を重ねてはじめてわかる気持ちのゆとりみたいなものもが、世界を今までと違った

角度から眺めさせてくれる。つつましくかざらない見方もさせてくれる。 
死際には腹も減らず、のども渇かず、食べたくも飲みたくもなくなるそう。体がだんだん

死になじんでくる。恐ろしさも淋しさも感じることなく死ねるという。自然はそんなに意

地悪じゃない。死ぬことは恐れる必要ないかもしれない。死に怯えていないで、死の瞬間

まで一生懸命生きなければみんなに申し訳ない。格好つけてる？ 
 
 
「選ばれる男たち」 2009 年 8 月 17 日 
世のおばちゃんたちは僕たちおっちゃんにこんなにも怒ってるんだ。｢選ばれる男たち｣（信

田さよ子）って本を読みました。還暦を過ぎた女性の視点から同世代の男性たちについて

述べた本です。 
中高年女性たちは男性にどれほど失望し、時に絶望しているかを語りかけてきます。もう

男などこりごりといいながら、王子と呼ばれる若者やヨン様に夢中になっていく。結婚の

夢破れ、夫になんの希望ももてなくなった女性たちのハケ口として若いイケメン男性に夢

をみる。 
僕たちは彼女たちを幸せにできなかったのでしょうか？思い当たる節はあります。同年輩

の男たちはステレオタイプで話に深みがない。勝ち負けや肩書き、権威等の価値判断から

抜けきれない。かさばる、重たい、邪魔、それでいて内容も薄い。見栄っ張り。女性にバ

レバレの薄っぺらい格好をつけたがる。 
著者は言います。「純白で、少年と男のあわい、境界の美を備えているイケメンらは、夫と

は正反対のライフスタイルをやすやすと実現している。美しく、ひたすら一方的に愛でる

ことが許される。その存在そのものは隣にいる夫に対する強力なアンチテーゼである。お

ばさんたちにとっての結婚生活は、どこか詐欺にあったようなもの。」 
でも、多くの男性が著者のこの物言いに反論すると僕は思います。自覚ないもの。僕もこ

の本の著者の考えを理解してるつもりだけど、本当はどこまで理解できているものやら? 
一度謙虚に自分の処し方を見直してみる必要あります。 
「多くの DV 被害を受けた女性たちの話を聞くと、夫像に共通していることがある。一歩

家庭から外に出ると、穏やかで腰が低いのだ。近所の人にも愛想良く、職場では上司に従



順な態度をとり、友人に対しても細やかな気遣いを見せたりする。」 
夢の男になるために著者は言います。「＜やさしくあること＞やさしさとは相手の女性が、

自分の感じ方や考え方を尊重された上で、ほっと安心できること。＜ほめること＞競い合

うのではなく、違いを享受する。勝つ喜びではなく、自分にないもの、ないことを楽しむ

という姿勢からほめる。＜かわいいこと＞完璧さではなく、どうしようもない自分を見せ

ること。男たちの一生懸命な姿は、見ていてとてもかわいい。若ければ若いほどかわいい

のだが、中高年でも、自らの必死さを貫禄で糊塗しようとさえしなければ、けっこうかわ

いい。」 
「毎日職場で戦っている女性たちが、私生活において安らぎと奉仕を与えてくれる男性を

求めることになんの不思議もない。自分の言うことを聞いてくれる素直な男、無理強いな

どしないやさしい男こそが望ましい」と著者は言う。 
「結婚という制度に参入することは、日本に脈々として流れ続ける家族の常識に巻き込ま

れること。二人で仲良くテレビ見ながら肩寄せあって楽しんでいたカップルが、夫と妻に

なり父と母になることで徐々に変化していくプロセスをいやというほど見せられてきた。

結婚は男性に対して多くの権力を付与する制度。このことに男性自身がどれほど自覚的で

あるかが分かれ目になる。」とも著者は言います。 
「女性は結婚によってはるかに多くのものを失い、はるかにリスクを背負う。だからこそ

女性が男性を選ぶべき。」 
いい男がいないと言われていいるけどもしかしたら男が男社会の考え方から抜け出せない

から? 昔は男が男の価値を決めていた。だからいい男はいた? 
 
 
「しがみつかない生き方」 2009 年 8 月 12 日 
いつから“ふつうに生きてふつうに幸せになる”ってことがこんなにむつかしくなったの

かを問いかけた本です。日本人は度量が狭くなった。人を思いやれなくなった。他人の失

敗を糾弾するより、暖かく見守る姿勢を取り戻すべきではないか。 
以下、「しがみつかない生き方」香山リカ／本分より抜粋です。 
夢がかなわなかった 99%の人が「途中であきらめた自分が悪いのだ」と自分を責め、「好き

な仕事につけなければ働く意味がない」と失望し、仕方なくパンのために働き続けなけれ

ばならないのだとしたら、それはひどく残酷なことだ。 
とりあえず自分に与えられた仕事、役割、人間関係に力を注ぎ、何かがうまくいったら喜

んだり得意に思ったりすればいい。あるいは悲しんだり傷ついたり、また気持ちを取り直

して歩き出したりする。そんな一気一憂を積み重ねながら、人生の道を歩けばいい。その

中で、しみじみした味わいや満足も得られるのではないか。 
人生には最高もなければ、最悪もない。ただ“そこそこで、いろいろな人生”があるだけ。

だとしたら、目指すモデルや生き方がどれくらい多様か、というのが、その社会が生きや



すいかどうかの目安になる。 
 
 
「再び不潔嫌いについて」  2009 年 8 月 12 日 
再び不潔嫌い（抗菌剤）についてです。私たちの体は小宇宙のよう。絶妙なバランスで体

は維持されています。 体に異常ないのに抗菌剤を振り撒くことは正しいことでしょうか? 
いろいろな意見があって、結局私たちは自分の体のことがまったくわかってないとわかり

ました。「賢い皮膚」傳田光洋（ちくま新書）より紹介。 
皮膚が水を通さないのは表皮のケラチノサイトが死んで堆積してできた角層があるため。

死んだ細胞の角層が腐らないのは弱酸性（PH5 程度）に保たれているから。健康な角層の

表面には常在菌と呼ばれる菌が存在していて腐敗菌などの増殖を抑えている。皮膚のバリ

ア機能低下したときには、ケラチノサイトは抗菌剤も作る。 
近年アレルギー疾患が増えていることについて免疫学者の多田富雄博士は「本来、寄生虫

や細菌に対する免疫物質 IgE が、近年の清潔第一の環境になったためヒマになり自己を他

者として攻撃しはじめたことがアレルギー疾患、自己免疫疾患増加の要因である」と述べ

ている。 
 
 
「不潔嫌う日本人」 人間総合科学大学教授藤田紘一郎 2009 年 7 月 
僕の会社で最近消臭抗菌噴霧液（弱酸性次亜塩素酸水溶液）の販売を始めました。けっこ

うたばこの臭いなんか消えますよ。でもなにか心の底から信じきれない。この水溶液を噴

霧することはいいことなのか?自分で判断できません。人間総合科学大学藤田教授の新聞記

事が出ていたので紹介します。人間にいいことって何なのでしょうか? 
「殺菌」「抗菌」「消臭」がブーム。抗菌グッズは人を守る皮膚常在菌も攻撃する。洗剤も

ますます洗浄力を強め地球環境を脅かしている。水道水にもたくさんの塩素が含まれトリ

ハロメタン発ガン物質を作る。 
不潔嫌いの人たちは微生物を排除するためにどんどん地球を汚染している。今回の新型イ

ンフルエンザ騒動で、日本人は世界全体が使う消毒剤の数十%を日本列島に流した。 
 
 
 
「環境に対する国の姿勢」   2009 年 6 月 24 日 
環境に対する麻生首相の姿勢に何か不満です。その不満の意味が 6 月 20 日の日経の記事で

納得できました。あぁ、これなんだと思いました。 
“日本の温暖化防止議論は目指すべき低炭素社会の姿をあいまいにしたまま進められてい

る。政府は排出削減で国民にかかる負担を強調するがこれこそ消極姿勢の表れ。産業構造



や社会の構造・制度を煮詰めず負担額が先に出るのはおかしい。政治が本気なら「家庭に

負担」より「快適な暮らし」を訴えるべき。排出削減を嫌う産業界に気兼ねせず真正面か

らどの産業を伸ばすのが得策かを真剣に議論すべき。” 
省エネと言いながら高速道路に自家用車を誘導する。1990 年ベース削減量をアメリカが

2005 年ベース標記にしたからといってベース年を変える。なんか環境に対する姿勢が逃げ

てる。本気じゃなく見える。 
 
 
「2020 年温室効果ガス削減目標値」   2009 年 6 月 8 日 
先日、2020 年温室効果ガス削減目標値に関する意見広告が新聞に出されました。経団連を

中心とする産業界からは目標値 1990 年比＋4%。NPO から-25%。 
経団連の目標は世界中の笑いものです。よくもこんな数字を出せたもの。彼らの言い分は

「すでに日本は省エネが進んでおり、これ以上の CO2 削減目標は国際的に不公平」「経済

損失、失業率増加、可処分所得の減少、光熱費の負担増など国民への負担増」など。経団

連はやる気ありません。彼らの本音は省エネなんてどうでもいい。費用負担やライフスタ

イル変革や産業構造変化を受け入れる覚悟がない。対策を講じなかった場合の人類へのマ

イナスに目を背ける。自らの生き方に対する哲学、志、品位、品格が欠ける。僕は御手洗

会長のキャノン製品は今後買わないこととします。志の低い目標しか持てない会社は商機

をも失わねばならない。 
 
 
「脳」      2009 年 6 月 8 日 
最近マイブームは脳。池谷裕二「進化しすぎた脳」より。脳はまるで小宇宙。ロマンです。 
“人間にはたまたま赤・緑・青の三色の電磁波に対応する細胞がある。人間がこの周波数

帯以外に対応する色細胞を持っていたら世界はこういうふうには見えなかった。見えるも

のがゆがんだり、カエルのように動いているものしか見えなかったりする。人間は「見え

ている世界がすべて」と世界を語るが、実は世の中の電磁波のほんの一部しか見ていない” 
“網膜に入ってきた光は電気信号に変換され、視神経、視床を経て、大脳皮質の第一視覚

野に入る。しかしこの第一視覚野が網膜から受け取っている情報は全体のたった 3%。残り

97%は脳の内部情報。位置や光の当たり方が違っても机を机と認識するのは、脳が「これは

机だ」と思い込ませているから” 
“視神経は100万本しかない。つまり人間の目は100万画素デジタルカメラ程度の解像度。

この画素数では直線はギザギザの線にしか見えない。でも人間には机の輪郭がギザギザに

見えたりしない。脳が不足した情報を充填し、直線と思い込ませている” 
 
 



「最低のルールも守れない人」   2009 年 5 月 11 日 
VOICE6 月号より３題。この記事読んだら絶対 10 人が 10 人おかしいと思うよね。日本人

ってここまで落ちぶれてないよね。なんかすごいなって思ったので紹介します。 
１．この春の卒業式を前に、授業料滞納者には卒業証書を渡さないと島根・安来高校と山

梨増穂高校が保護者に通知した。一部の親から苦情が出て、朝日新聞が学校の対応を

徹底非難した。結局最低のルールも守れない者を卒業生として送り出した。 
２．北九州で 61歳の父が自殺したのは役所の対応が冷たく、生活保護を打ち切ったせいだ、

と 36 歳の息子が国家賠償請求訴訟を起こした。朝日新聞は、その息子が一人暮らしで

病弱な父を長い間面倒見なかったことについては言及しなかった。 
３．上越市のカトリック教会で貧者のために食事を用意した。61 歳のホームレスが来て、

出された食事がまずいと包丁でイタリア人神父を切りつけた。ただ飯は弱者の権利だ。

それなのにこのまずさは何だというのが動機だった。 
 
 
「沖縄の美ら海水族館」    2009 年 4 月 28 日 
十数年ぶりに家族旅行をしてきました。沖縄です。美ら海水族館も行ってきました。豊か

な海の生態系を肌で感じられるように設計されていてとっても感動しました。海にちなん

で石弘之の「地球環境危機報告」から一部抜粋してみます。 
“さまざまな天然資源の悪化が指摘されているが、そのなかでもっとも深刻な危機にある

のが魚類と言われている。サンゴ礁はすでに 20%失われ、20%で破壊が進んでいる。マン

グローブ林は 35%が消失して津波による被害を拡大させている。 
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

で動員した根こそぎの漁が資源枯渇を加速度的に進ませている。世界漁獲量の半分近くを

占める零細漁民は、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

物にならず海洋に投棄される魚は約 3 割（FAO 報告）。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 割が捨てられる。“ 
沖縄の美しい海に見とれてはいたが実は私たちは海の中まで知らない。もしかしたら今回

目にした豊かな生態系はもはや水族館の中だけなのかもしれない。かわいいキャラクター

グッズの土産物をあさりながら、やっぱり何とかしなければと思ってしまいました。 
 
 
「太陽光電力固定価格買取制度」について  2009 年 4 月 16 日 
2 月 24 日、全く唐突に二階経済産業大臣から「固定価格買取制度」を導入する発言があり

ました。まさに夢のよう。でもよく読んでみると次の 2 点で根本的な疑問を感じています。

本件について経産省がパブリックコメントを求めており、先ほど意見送付してみました。 
疑問点１．なぜ買取を「太陽光発電」の自家消費を超える「余剰電力」に限定するのか？ 



「余剰電力」発生するのは家庭用のみ。これでは太陽光発電がビジネスとして成立しない。

なぜ太陽光発電普及を個人に託すのか？なぜ産業として太陽光を育てようとしないか？全

量適用すべき。 
疑問点２．なぜ買取費用の負担を電気代として月額 100 円程度までとしているのか？ 
国の大方針は 2020 年までに太陽光発電を 2005 年の 10 倍にすること。この目標達成する

ために必要な費用負担を国民に求めるべき。100 円を目標としてはいけない。目標はただひ

とつ。太陽光発電を 10 倍にすること。 
 
 
「署名活動をしてみて」   2009 年 3 月 25 日 
生まれて初めて署名を集める活動をしました。「危険な気候を回避するための法律制定を求

める請願書」への署名集めです。“MAKE the RULE キャンペーン事務局”より 3 月 27 日

に第三次請願として国会へ提出されます。「CO2 を減らした人が報われるルールを作ってく

ださい」という、わかりやすい訴え。しかも住所と名前を書くだけ。僕自身は多くの方の

協力によって 360 名もの署名をいただくことができました。皆様に心より感謝します。志

を同じくする連帯感や、環境に対して貢献できたという自己満足も感じることができまし

た。でも事務局としては目標 50 万人に対して集まったのは 5 万人。とても低調だったそう

です。結局私たちは本気ではない。環境問題をまだ自分の問題と思っていない。なんか寂

しくむなしい思いに駆られた活動でもありました。 
 
 
「環境保護を訴えることは偽善？」 2009 年 2 月 17 日 
環境保護者はエセだって批判がよくあります。そうでなくても好むと好まざるとに関わら

ず環境は偽善や嘘と隣り合わせ。多少の偽善は許しませんか？ 
環境を自分のことと捉えれば偽善性も薄まる。“エネルギー消費を身の丈に合わす”、“野生

生物の異常な絶滅スピードを遅らす”、これらは地球や生物のためではない。環境を壊さな

いことはすべて自分のため。たとえば地球上に野生のトラは 5000 頭しか残ってなく、いま

や動物園やサーカスで飼われているトラのほうが多い。この問題はトラや地球の問題では

なく私たちの問題。将棋盤の上に積み上げられた駒のように絶妙なバランスにある地球。

この地球からひとつづつ駒（生き物）が抜かれていくとやがて突然山（環境）が総崩れす

る。この事態は私たちにとって生存基盤を揺るがす大問題なのだから。 
いまの経済危機の後に来る新しいライフスタイルはなにか？広大で真っ暗闇な宇宙の中で

地球だけがエデンの園のように輝いている。この楽園に生きていることの幸せさ。環境を

破壊する物欲よりも、“いまで十分幸せ”と感じられるライフスタイルをみんなで作りませ

んか？ 
 



 
「オバマ大統領就任演説」   2009 年 1 月 21 日 
オバマ大統領の就任演説にしばらく酔いしれそうです。格調の高さ、下々に至るまでの思

いやりと優しさ、国民におもねらずしっかりした物言い、物事を地球規模で捉える器の大

きさ、そして風格、若さ、いずれをとってもすごく素敵です。我が国の指導者に期待でき

ない志の高さを感じます。地球を変え、国の枠を超えた地球市民としての利益をオバマ大

統領に期待したい。期待が大きくふくらんだ分失望も大きくなるだろうけど、彼の志は間

違っていない。志を曲げず、損得で物事を考えず、正しいか正しくないかで判断すれば答

えは必ず出る。 
わが国では定額給付金や派遣労働者、消費税引上げ時期などが争点となっています。でも

実は国の指導者の志が問題。この国をどういう国にしたいのか、そのビジョン発信がない。

だから大勢の人が反対する。たとえば 2 兆円の定額給付金があれば太陽光発電なら 100 万

kw 原子力発電所４基分作ることができる。エネルギー分野でなくてもいい。将来のために

いまお金をかけるべき分野はいっぱいある。お金を有効に使うことが問題であって、消費

税上げることは次の問題。 
 
 
「おめでとうございます。緊急なお願いです」 2009 年 1 月 5 日 
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速ですが、「危険な気

候を回避するための法律制定を求める請願書」を紹介します。僕の入会している NPO「太

陽光発電所ネットワーク」より紹介されたものです。自主規制にだけ頼った日本の省エネ

ははっきり言って止まっています。社会の仕組みを変える必要があります。規制も含めた

法律も必要です。特に自然エネルギー電力の固定価格買取制度に期待しています。ドイツ

では自然エネルギー電力を市価の約 3 倍で電力会社が買い取っています（固定価格買取制

度）。電力会社の経費の上昇した分を電力料金の値上げという形で広く国民が負担してます。

日本の初期投資に対する補助金制度よりづっと有効的で、制度に係る経費負担も少なくて

済むと言われています。 
「MAKE the RULE キャンペーン事務局」 
〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-7-3 半蔵門ウッドフィールド２F 
TEL：03-3263-9210 http://www.maketherule.jp/dr5 
主張や呼びかけ人はホームページ見てください。もし賛同いただけるのなら「ダウンロー

ド」にて署名用紙入手ください。署名したものの原紙を上記事務局に送ってください。第

二次締切は 1 月 7 日です。第三次締切は 3 月 27 日です。新年早々のお願いごと、大変すみ

ません。 
 
 

http://www.maketherule.jp/dr5


「今年一年お世話になりました」   2008 年 12 月 30 日 
今年一年、つたない意見にお付き合いくださいありがとうございました。いつも一方通行

な内容ですみあせん。僕のブログはコメントしにくいってよく言われます。返事を期待し

てないって！そんなつもりはありませんが、ただ皆様とまじめなお話がしていなぁとは思

っています。結局今年も口ほどには行動しませんでした。課題は来年に持ち越しです。来

年こそ環境に配慮して、社会をいい方向に変えていくための役にたちたい。来年、またい

ろいろ報告させてください。おつきあいくださいね。それでは皆様、いいお年を。 
 
 
「景気について」    2008 年 12 月 17 日 
不況の嵐が吹き荒れています。仕事がパタッとなくなったという話ばかりです。個人的に

はとっても怖い。 
この現象は結局、優等生といわれた自動車業界や電機業界でさえ無責任なアメリカの借金

バブルで潤っていたということ？各社の減産はこれまでいかに必要性少ない物を作ってき

たかを示しているようにも思います。地球にはすでに大量生産大量廃棄の不要不急商品を

作り続けるだけの資源や環境に余裕がない。いま商店に山のように溢れている不要不急の

商品は安売りしても売れず、資源の価値も物作りする人の苦労も報われないのでしょう。

ここまできたらいまのシステムを変えるために一旦過当競争で社会をとことん淘汰しなけ

ればならないのかも。この過程でいろいろな悲劇が生まれるだろうが、せめてそれが終わ

った後は本物で持続可能な世界であって欲しい。 
いま人間は身の丈に見合った生活スタイルを取り戻す最後のチャンスを迎えているのかも

しれない。本物で、長寿命で、景気の影響を受けにくい必需品だけが店頭に並ぶ世界にこ

の国の指導者は主導力とお金を使って欲しい。怖いけど逃げるわけにはいかない。いま歯

車を戻すわけにはいかない。どんなに怖い変化であっても地球環境崩壊にまさる恐怖はな

いだろうから。。。。 
 
 
「愛犬の死」   2008 年 12 月 9 日 
今朝、我が家の愛犬（シバ 14 歳）が死にました。4 年ほど前に目が見えなくなっ

て、アトピーで体を搔き毟って毛がなくなり、耳も潰れて介護も必要な大変な状

態でした。生きるのが苦しかったと思います。それでも死んでしまうととっても

寂しい。我が家の不幸を一身に背負ってくれました。我が家へ来てくれてありが

とう。とっても感謝しています。 

 
 
「哀れなオス」   2008 年 11 月 26 日 



「雌と雄のある世界」／三井恵津子と「できそこないの男たち」／福岡伸一の本を読んで

奇妙に納得しましたので紹介します。 
本来、すべての生物はメスとして発生する。なにごともなければメスは生物としての基本

仕様をまっすぐに進み立派なメスとなる。このプロセスの中にあって、貧乏くじを引いた

のがオス。メスの遺伝子を誰か他の娘のところへ運ぶ「使い走り」のため、メスの基本仕

様を無理に曲げられたのがオス。すべて男の行為はこういうことのためにある。アダムが

イブを作り出したのではない。イブが自分たちのためにアダムを作り出したのだ。 
男性ホルモンのテストステロンが筋肉、骨格、体毛、あるいは脳に男性特有の変化をもた

らしている。男性はその生涯ほとんどにわたって全身を高濃度のテストステロンにさらさ

れ続け、これが男を男たらしめている。テストステロンは免疫系をも傷つけている。 
女性には X 染色体が二つある。異常遺伝子が片方にあっても、もう一本の X 染色体にある

遺伝子が修復する。免疫に関する遺伝子も X 染色体にある。だから女性のほうが丈夫で長

生きである。 
 
 
「グリーン電力って知っています？」 2008 年 11 月 14 日 
CO2 関連として現在下記の国の取り組みがあります。 

- カーボンオフセット。国連認定で開発途上国における CO2 削減事業 
- 各国の自主制度であるグリーン電力事業 
- 現在参加企業募集中の排出権取引市場事業 

僕の会社は木質バイオマス燃料による発電所を持っています。それをグリーン発電所とし

て現在申請中。今週東京で公聴会がありました。グリーン電力とはクリーンな電気に対し

て第三者が認定して広く環境権として取引させようとする制度。 
実体ない環境権というものにニーズあるかはわかりません。本当は環境権は電力会社が適

正な値段で買い上げ、電気料金値上げという形で私たち国民全員が負担すべき。でも日本

にはそういう制度はありません。自然エネルギーを普及させたいという気運を無駄にしな

いためにも、環境優位性を正しく経済的に評価し、環境価値や環境保全を地球使用料とし

て負担する社会を作る必要あります。そのための第一歩としてグリーン電力制度は大切。

特に無尽蔵のエネルギー源を燃料とする太陽光発電を普及させるためにはなくてはならな

い制度だと思います。でも、、、果たして環境権なる企業イメージだけの商品が売れるのか

なぁ？ちなみに僕は今年はカーボンオフセット付きの年賀状を買いました。 
 
 
「金融危機について」  2008 年 11 月 04 日 
今回の金融危機について本がたくさん出ています。読んでみて思うけど、もしかしたら日

本人だけがまじめだったのでは？いまのグローバルな金融経済はバブルを構造的に取り込



んでいる。実体経済に即した金融経済に戻すためには一旦現金融システムの崩壊が必要か

も。その後に生まれる新しいシステムはもしかしたらいまの日本経済かもしれない。これ

からは日本人の持つメンタリティが世界を引っ張ってくのかも。なんとか日本はこの金融

危機を生き延びて欲しいなぁ。 
 
 
「飢餓国家ニッポンを読んで」 2008 年 10 月 16 日 
シラク仏元大統領の最近の新聞記事。「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はこの 10 倍以上」 
金融危機や戦争に使われるお金をもっと人類の明日のために使えたらいいのになぁ。 
柴田明夫の「飢餓国家ニッポン」を読みました。内容抜粋します。 
世界の飢餓に苦しむ人々を尻目に穀物をガソリン代わりの燃料にすることは倫理的に許さ

れるのか。熱帯雨林を伐採して地球温暖化促進や貴重な生態系破壊までしてバイオ燃料を

生産することは正しいのか。原油をはじめとする資源市場で起きている現象は周期変動で

も投機マネーゲームでもない。生産は拡大。しかし消費の伸びはそれを上回っている。地

下水枯渇は穀物単収を低下。「コモディティが安い時代」が終わり、昔の安い原材料価格を

前提としたビジネスは継続不可。「価格は上げない」という延長線上でいくと夢も希望もな

くなる。企業も国も消費者も値上げを容認したほうがよい。その結果、企業は「創意工夫」

する。なぜ中国で環境破壊が進んだかは資源価格が安すぎたから。資源の浪費を重ねその

結果、環境破壊につながった。価格は引き上げるしかない。価格があがれば環境対応、省

エネ、省資源の意識が高まる。「資源外交」もいいが、省エネ分野で日本の文化、ノウハウ

を広めよう。「見習われる文化は文明として伝播する」まさに日本はそういう力をもってい

る。 
食糧は人間の生存、生命に直接かかわる貴重な商品。需給がタイトになったとたん食糧小

国・日本は瀬戸際に立たされる。日本の消費者の美食、飽食を反省しよう。もし日本の消

費者が世界の現実に関心を払わないなら、この国の食糧供給態勢は破端する。しかし食糧

価格の上昇で最も影響受けるのは間違いなく貧困層。食糧価格の高騰はアフリカでは生死

にかかわる問題となっている。もはや日本だけの問題ではない。日本は耕作放棄やコメの

生産調整を行ってはいけない。世界のためにも自給率を引き上げ、来るべき食糧危機に備

えるべきである。 
 
 
「繁栄のジェットコースター」  2008 年 10 月 6 日 
人間はいま繁栄のジェットコースターの頂点にいるのではないでしょうか？地球上の資源

の限界に目を背けられなくなって、これから一直線で落ちるしかない恐怖を肌で感じてい

るのではないでしょうか。大量生産大量廃棄のグローバル経済を維持できない限り、もは



やジェットコースターは落下するしかありません。でも考え方を変えればこれはいいこと

かも。下がったところに必ずバランスする点がある。そこはきっと小さくてスローな社会。

私たちの生きる目標は決して億万長者や世界制覇でありません。もっと精神的なことを目

標とし、小さな些細なことに幸せを感じられる社会にしなければならない。奇しくも同じ

乗り物に乗り合わせた人たち。お互い振り落とされないよう助け合い、来るべき新しいラ

イフスタイル作りに力を合わせませんか？ 
 
 
「京都市の試み」  2008 年 9 月 23 日 
一般に京都人って意地悪で高慢ちき。イメージ悪い。でも素敵なところもあるんですよ。 
1997 年から廃植物油によるバイオディーゼル燃料で市バスやゴミ収集車を運転 
2006 年 4 月から市街地建物高さ規制開始：幹線沿い 45→31m。その他 31→15m 
2007 年 9 月から新景観政策による屋外看板の大きさや色規制、屋上看板全面禁止 
2008 年 6 月に市内コンビニ 517 店の深夜から未明にかけての営業規制方針決定 
いまは今出川通に低床路面電車（LRT）復活を検討中 
いろんな反対意見もあるけど、それでも結構すごくない？これに比べれば国は 1997 年京都

議定書採択以来 10 年間、目標達成見直し会議ばかり年に 50 回くらい開催してきたけど結

局実行は何もしてこなかった。 
 
 
「闇の子どもたち」  2008 年 09 月 16 日 
しばらく日記お休みしていました。再開するって結構緊張！。。。 
相変わらず重い話だけど、この前見た「闇の子どもたち」って映画の余韻が消えません。

実は見たくなかったけど見なくてはと思って見ました。タイを舞台にした臓器移植と幼児

売春の話です。自分も加害者なのかもしれない。僕は自分で環境おたくと思っています。

でも貧困という現実の前に環境は色あせてしまいます。環境に到達するまでにやらなけれ

ばならないことが山のようにある。勇気なく、何もせず、努力あきらめ言い訳している自

分。いま自分がとっても嫌です。 
 
 
「自動車の燃費について」 2008 年 08 月 19 日 
鹿児島のベンチャー企業が水素エンジンで車検とって公道を走らせています。先のサミッ

トで要人の送り迎えにも使われました。その社長より水素エンジン使った発電設備の話が

舞い込み鹿児島へ行ってきました。結局不平等契約だったので提携には至らず。それに現

時点水素は化石燃料から作られるので脱化石燃料ともならない。これを機に大雑把な自動

車燃費比較表を作成しました。電気自動車の優位性にびっくりです。 



ガソリン自動車  電気自動車  水素自動車 
燃費         13km/L（0.077L/km）9.5km/kwh（0.095kwh/km）10km/2m3(0.2m3/km) 
燃料単価      140 円/Lit          7 円/kwh(夜間電力)       90 円/m3 
燃料代        10.8 円/km          0.7 円/km                 18 円/km 

 
 
「太陽光発電について」   2008 年 8 月 4 日 
やっと太陽光パネル 500w 分買いました。これまでディーゼル発電を一緒に作ってきた福岡

のパートナーとソーラー発電設備を作ります。社内の意見は「生き馬の目を抜く太陽光業

界にいまさら参入するのは無謀」。でもまだまだ太陽光は普及していない。確かに高すぎて

メリットないけど目先の儲けの話は横に置く。あくまで近未来をどう考えるか？ピーク・

オイルが来たときのショックをどうするか？安価な資源を前提とするいまのグローバル経

済が崩壊しサバイバルが始まったらどうするか？脱石油は避けられない。自然エネルギー

を普及させるしかない。できれば自然エネルギー範囲内で生活するライフスタイルの定着

が必要。電力ひとつとっても変えなければならないことはやまほどある。社内説得は難し

かったけど、メーカーは気持ちよく協力してくれた。世の中急速に動いている。どこまで

できるかわからないけど今後は自然エネルギーに関わりたい。 
 
 
「地球最後のオイルショック」  2008 年 7 月 17 日 
近い将来大変な混乱があると思う。不安はあるけどもはや逃げられない。これからの生き

方を考えるのにとっても貴重だったディヴィッドストローンの本を紹介します。 
過去のオイルショックはバルブの栓を閉めたことによる。一方「地球最後」のオイルショ

ックは政治や経済とは無関係。資源の枯渇が原因。埋蔵量の半分が消費され、世界の原油

生産が需要に追いつかなくなったときをピーク・オイルという。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。石油業界は

いまやフル操業。生産は天井に迫っている。現在の消費量は最低でも発見量の 3 倍。 
世界の油田は探査し尽され、莫大な確認埋蔵量を有しているはずの OPEC 諸国もじつは埋

蔵量を大幅に水増ししている。超巨大油田でも枯渇が進んでいる。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理由もピーク・オイルである。 
問題を解決する万能策はない。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。事実を否定

し続けるかぎり、われわれは全速力のまま壁に激突してしまう。 
われわれのできることは石油と天然ガスへの依存度を低くすること。生活スタイルを変え

ること。長い距離の移動を慎むこと。燃料が使えなくなったとき自分の生活がどこまで混

乱するか？運転距離は短いほうが生活への打撃は小さい。化石燃料への依存を減らすため



の投資をする。株式市場暴落により失職したときのために借金はできるだけしない。 
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。しかも残された時間は多くない。 
 
 
「CO2 削減目標が達成できなかった場合」  2008 年 6 月 16 日 
京都議定書では今年から 5 年間のエネルギー使用量を 1990 年比 94%の 5 倍に抑えなけれ

ばなりません。実現できなければ日本はホットエアを海外から高値で買うことになります。

（ホットエアとは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） 
ロシア、ウクライナなどの温室効果ガス削減義務は 0%。その時点ですでに 1990 年より 30%
の CO2 削減を達成していました。彼らはいささかの努力をすることなく目標を大幅にクリ

アし、余剰排出権（ホットエア）までを手元に残しています。 
 
 
「なくてもいいもの」   2008 年 6 月 16 日 
ようやく低炭素社会を目指す機運がでてきました。進むべき道とは思うけど社会システム

は大きく変わる。混乱に振り回されて不利益を被る人もたくさんでてくるでしょう。私た

ちにこの変革に立ち向うだけの覚悟が本当にあるでしょうか？ 
エネルギーの観点から「なくていいと思えるもの」： 
「清涼飲料水の自動販売機」、「ビルの自動開閉ドア」、「不必要に大きなネオンサイン」、「コ

ンビニエンスストア」、「観光地のライトアップ」、「ペットボトル」、「過剰包装」、「食品ト

レー」、「ラップフィルム」、「コピー用紙」。 
たとえば飲料自動販売機（日本全国に 250 万台）の場合、消費電力平均 600w、稼働率 30%
として 45 万 kw 発電所 1 基必要。自動販売機は本当に必要？ 
 
 
「中国との付き合い方」   2008 年 6 月 16 日 
好き嫌いは別にしていまや中国抜きに環境を語ることができません。「中国汚染」相川泰、

ソフトバンク新書を読みました。 
中国人は気候変動や地球温暖化について知識はあるが、それが「自分の問題」ではなく政

府の問題と考える人が多い。「海外からのゴミ」が問題になったときも自分たちは「被害国」

との感情が先に立つ。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」と考える。日本人も中国からの越境環境汚染を「被害国」と思

ってしまい、感情が対立している。日本に汚染があるということは中国の人たちはその数

倍影響受けているはず。私たちは地球に住む運命共同体として中国環境汚染を防ぎ中国被

害者を救済することに思いを馳せるべき。 



日本はもっと大きな器で中国とつきあうべきだなぁと思いました。 
 
 
「どこまで昔の暮らしに戻れますか？」 2008 年 6 月 9 日 
省エネルギーセンター月刊誌「省エネルギー」におもしろいグラフが載っていました。日

本人一人一日当たりエネルギー使用量の推移です。人が最低限必要なエネルギーは食糧と

して 3000kcal。2006 年現在はその 40 倍のエネルギーを使用。京都議定書で約束した 1990
年比 6%削減のためには 1980 年後半まで、「Cool Earth 50（2050 年までに CO2 排出量を

半減する）」計画の場合だと 1960 年後半にまで戻らなければならない。あくまでも参考だ

がイメージつかみやすい。 

 
 
「再び環境ホルモン」 2008 年 6 月 9 日 
最近環境ホルモンの話題少ないのがずっと気になっていました。元三菱化学の西川洋三の

「環境ホルモン」／日本評論社より。 
ダイオキシンはふつうの暮らしをしているかぎりほとんど問題にならない。2000 年以降「環

境ホルモン」ブームは去った。環境ホルモンと称するものは次の 3 種類に分類。 
（１）天然の性ホルモン 
（２）合成女性ホルモン：経口避妊薬ピルの EE2、流産防止剤の DES 
（３）合成物質： プラスチック 
   界面活性剤 
   残留性有機塩素化合物（DDT、DDE、PCB、ダイオキシン） 
   船底塗料（TBT） 
筆者いわく、これまで問題は上記残留性有機塩素化合物によるものがほとんど。これらは

ほぼ 30 年前に製造・使用禁止。DES、TBT も製造中止。ここ 30 年ほど、環境の物質汚染

は急速に減っているとのこと。 
これまでの騒ぎすぎたということ？プラスチックや界面活性剤が生殖ホルモンに悪影響を



与えることはないとの主張だが本当だろうか？安心していいのかなぁ？ 
 
 
「アイデア聞いてください」  2008 年 5 月 28 日 
僕の町内にはみんなが維持する神社があります。約 1000 年前に和歌の普及を祈願した後白

河天皇が作られた神社です。素朴な神社で“和歌”“自然”“安産”にご利益あるそう。去

年社務所を改造し、宮司見習いの方に住んでいただいています。町内の方々と「京都市の

中心だし、神社イラストマップやお守りを作ってホームページで広告したらお参りの人増

えるかも？」って話し合っています。僕は秘かに今ある 20 個ほどの献灯を太陽光に代えて

自然エネルギーの神社にできたらなぁと思っています。これっていいアイデア？ 

 

 
 
「格差社会について」 2008 年 5 月 19 日 
ベストセラーの「貧困大国アメリカ」堤未香／岩波新書を読みました。 
貸してはいけない人に金を貸し、バブル崩壊とともにひとびとを奈落の底へ突き落すサブ

プライムローン。グローバル社会と称し、強いアメリカの元に大量に作られた貧困層。自

然災害や病気等で脱落すれば二度と這い上がれず、生活できなくなった人々が軍隊や戦争

請負業（国際規模の派遣会社）に雇用されイラク戦争へ派遣されるという構図。ワーキン

グプアに陥った彼らは「勝ち組」利益拡大システムの中に組み込まれ、命を消耗させられ

ると著者は言う。本当にそうなのだろうか？なぜかとっても考えさせられた。 
 
 
「新素材」   2008 年 5 月 8 日 
フラーレンとかカーボンナノチューブとか知っています？  
現代宇宙物理学によると、宇宙に存在するすべての炭素は超新星爆発という、一生の最期

を迎えた星が大爆発を起こすときの核融合でできるそう。炭素は宇宙空間に最も多く存在

している物質のひとつ。その炭素による夢の新素材の話です。 
炭素原子 60 個集まると球（サッカーボール）状のとても安定した構造ができます。これを



フラーレンといいます。1985～90 年に発見されました。1996 年に発見者がノーベル賞を

受賞しました。1991 年に炭素のチューブ状に閉じたカーボンナノチューブが日本人にて発

見され、これから先は日本がこの技術を先導しています。 
カーボンナノチューブは金属になったり半導体になったりします。銅、鉄、アルミなどと

同じ金属的な性質を示す最初の純炭素物質です。ナノチューブで電子回路を組み立てると、

現在のシリコン半導体回路の 1000 倍以上の高性能になります。カーボンナノチューブはア

ルミニウムの半分という軽さでありながら、鋼鉄の数十倍以上の強度を持ちます。 
カーボンナノチューブにフラーレンを内包したものをピーポット（さやえんどう）といい

ます。フラーレンの内部に金属などを内包させ、いろいろな性質を作ります。このナノス

ペースをどう利用できるかがいま各界で研究されています。 
なにかすごいことができるかもしれない。果たして環境問題に対し、この技術が救世主と

なりうるのでしょうか？人類は破滅前に新しい技術をものにできるでしょうか？なんかハ

ラハラですね。 
 
 
「低炭素社会の実現」  2008 年 5 月 7 日 
日本経済新聞の記事から、賛同したので書き留めました。 
「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。すでにヨーロ

ッパでは日本を越えるところがでてきている。この手の内向きな議論とは決別しなければ

ならない」 
「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、低炭素革命は成就しな

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

スチャンスができ新たな経済発展が可能となる」 
日本の経済界は猛烈に反省して欲しい。果敢にチャレンジするしか道はないこと覚悟して

欲しいと思います。 
 
 
「自然エネルギーの導入」  2008 年 5 月 1 日 
家庭レベルで自然エネルギーを導入したいと思っています。小さくていいので太陽光パネ

ルを庭かベランダに置いて、制御機器もスマートな家電製品に仕上げて、コンセントに差

し込んで発電する。そんな機器を作ってみようと思います。現状だと 100w で 10 万円近く

かかります。経済性は不成立。今後量産効果による太陽光パネル値下がりを期待。でもも

し家庭に自然エネルギーが普及したら、インターネットとつなげて家庭のエネルギー使用

量を標準世帯と比較したり、昨日、先週、先月、昨年の使用量と比較したり、夢はいっぱ

い広がります。家庭が本気になれば省エネも本気になりません？脱化石燃料に少しは役に



立ちません？ 
 
 
「消費者の力」    2008 年 4 月 20 日 
山本謙治の「日本の食は安すぎる」より。 
高度経済成長期の中程までは、モノを生産・製造する側の力が強い売り手市場だった。そ

れがバブル崩壊前後から、明らかに消費者側に力がシフト。しかし消費者は身勝手のまま。 
消費者はすでに主役であり、自国の状況に責任あることを自覚すべき。安い食を求め続け

るあるいは完全な安全を求めるということは、身近な日本国内の生産者・製造者を生活で

きない状況に追い込んでいくこと。 
 
 
「種の存続」    2008 年 4 月 20 日 
固体はいずれ死ぬ。遺伝子は永久に生き続ける。親が子を大切にする行為はもしかしたら

遺伝子にあやつられてのこと？ 
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。オスにとってはきるだけ多く

のメスとつがうことがわが子を多く残す。メスにとっては自分の作れる卵の数がわが子の

最大数。両者は立場が違っている。 
それにしてもいま世界各地で起こっている絶滅がなぜ問題なのか？それはその原因を人が

作っているから、そしてその進行速度が非常に早いから。新たな種の出現する暇がない状

態で絶滅が進んでいる。 
 
 
「日本の森」    2008 年 4 月 6 日 
たくさんの生物が森から住処を奪われています。日本の森林面積の 41%が人工林。そのう

ち 70%がスギかヒノキの単純林。これらの維持には、除伐、枝打ち、間伐など人間の手が

必要。でも放置されています。放置された人工針葉樹林は動物たちにとっては砂漠同然。

かつて日本はみずみずしい広葉樹が主。われわれは森さえも変えてしまいました。 
明るい未来を取り戻すため、青臭いけれど、もう一回自然を愛し人間を信じませんか？身

の回りに思いを馳せませんか？ 
 
 
「北極の氷」    2008 年 3 月 31 日 
北極海の氷は急速に融け、もはや打つ手はないという。この地域の航海が可能になり、欧

州とアジア・南北米間の海上輸送が大幅に短くなる。ロシア、ノルウェー、カナダ等の役

割が大きくなり、これまで手付かずだった極北資源も開発される。生態系の崩壊のみなら



ず、すべての歯車は温暖化へ進む。 
 
 
「原油は供給不足か？」   2008 年 3 月 31 日 
地球上に原油は 1 兆バレル（富士山の半分）しか残ってないと思っていた。 
「地球の呼吸はいつ止まるのか？」（デヴィッドハウエル）って本によると、極北やカスピ

海周囲にはたくさんの原油、天然ガスがあり、採掘単価は高くなるが決して枯渇はしてい

ないという。少し安心。それにしてもいま世界中で起こっている紛争のほとんどが石油を

巡るもの。脱石油には戦争という環境破壊を防ぐ役割もある。日本はすでに世界に冠たる

環境立国。脱石油技術を世界中に広めていくべき。 
 
 
「新聞記事より」   2008 年 3 月 31 日 
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ためとのこと。 
日本企業の CO2 排出企業の上位 20 社の発表があった。1 位は東京電力。上位 10 社で日本

全体の 29.9%を占める。そのうち 6 社は電力会社。 
 
 
「宇宙って複素数の世界」  2008 年 3 月 21 日 
数学物理学者ペンローズの「心は量子で語れるか」と竹内薫の「ペンローズのねじれた四

次元」。理屈はむつかしすぎてほとんど理解できなかった。結論だけ紹介します。 
宇宙は異常なまでの正確さで量子力学の数学に基づいている。すべての事象は複素数で成

り立ち私たちに見えるのはこのうちの実数だけ。だが虚数次元はあきらかに存在。どれほ

ど遠く離れても宇宙で起こるすべてのことは虚数を絡めて影響しあっている。 
時空図の無限を有限に変換したペンローズの図によると宇宙は次の４つに別れる。 
Ⅰ、わたしたちの宇宙（時間が進むのを止められない） 
Ⅱ、ブラックホール（温度無限大、圧力無限大、大きさゼロのビッグバン特異点に向かっ

て進むのを止められない。時間と空間の役割が入替わる） 
Ⅲ、別の宇宙（われわれとは因果関係を持たず、決してそこへ行くことはできない） 
Ⅳ、ホワイトホール（ブラックホールの時間を反転したもの。何でも出ることはできるが、 

決して中に入ることはできない） 
う～ん！やっぱり我々は我々の想像のつかない世界と関係を保っているんだ。 
 
 
「これからおこること」   2008 年 3 月 15 日 



いろいろな環境関連の本によるとこれから起こるかもしれないことがほぼ一致している。

もちろん奇遇であって欲しい。しかし手遅れかも。すべてが複雑に絡み合いながら環境破

壊がさらなる環境破壊の引き金になっている。破滅へのプロセスは自身で回り始めようと

している。昨今の原油／穀物高はこの前哨戦なのかも？ 
＜水の問題＞河川水（アラル海や死海消失、黄河断水等）や地下水の過剰取水と汚染。外

部補給のない化石水（アメリカのオガララ帯水層等）取水。世界中での水の争奪戦。 
＜食料の問題＞水不足はそのまま食料不足、飢餓につながる。 
＜乾燥化＞都市のコンクリート化や巨大な下水道・農業用水の建設は自然の水循環を断ち

切る。熱帯雨林が減少。森林減少による保水能力の減少→内陸部へ湿気が運ばれない。乾

燥化。火災の多発。泥土微生物の活発化。熱波。世界中で干ばつ。 
＜氷の融解＞シベリア永久凍土溶解によるメタンガスの放出。氷床融解による露出された

海水や泥土の太陽熱吸収。ヒマラヤ等の氷河融解による水貯蔵機能の崩壊。 
＜温暖化＞現在のレベルをはるかに超えた台風やハリケーン出現。サンゴの白化。クラゲ

の異常繁殖。回遊魚の異変。海水膨張と氷河融解による海水レベル上昇。 
＜環境ホルモンと合成化学物質＞生殖機能の崩壊。生物としての本能崩壊。種の絶滅。 
 
 
「環境ホルモン」   2008 年 3 月 6 日 
最近「環境ホルモン」のこと聞かなくなった気がします。「ダイオキシンなんかで亡くなっ

た人はいない。環境ホルモンは作られた脅威だ」ということ？ 
妊娠初期の胎児の性分化や脳形成にホルモンは大切なコーディネータ役をします。環境ホ

ルモンはそのしかるべき時期に偽ホルモンとして胎児に影響を与えるらしい。つまり環境

ホルモンは生殖の仕組みを壊す可能性がある。人類種の存続に関わり、その他環境問題と

は全く異質。 
環境ホルモンは合成化学物質の一部。現在市場に出回っている合成化学物質は約 10万種類。

さらに毎年 1000 種類の新製品も投入される。プラスチック原料にも無数の環境ホルモンが

含まれている。環境ホルモンは脂肪の中に半永久的に蓄積さ、我々はもはやこれら人工汚

染物質を遠ざけることができない。 
昔はなかった免疫性異常によるアトピーやアレルギー性疾患の人。基本ルールの守れない、

日常行動のおかしい、社会性の欠如した、こんな子供たちも増えていると聞きます。親の

躾の問題ではないかも。。。環境ホルモンは放っておけないと思いません？ 
 
 
「海の中でのこと」   2008 年 2 月 26 日 
以前テレビで「今年漁れたサバは 3 年物ばかり。去年は 2 年物ばかり」というニュースを

見て驚いたことがある。何か海の中で大変なことがおこっている。かつてニシン。今はい



わし、サバ、マグロなどが絶滅しそう。チャールズ･クローバー「飽食の海」（岩波書店）

を読んだ。重い本でした。 
1950 年から始まった近代漁業。そのひとつであるトロール漁業は、幅 1.6km くらいの網の

先端に巨大な金属ローラをつけ、海底から無差別（乱獲、混獲）に海洋資源を殺戮する。

海の資源量は 1/10 にまで減った。無差別だから捨てられたり無駄に殺されたりする魚も多

い。人間や動物の口に入る生物は獲られた量の 10%程度にしかならないそう。養殖も問題。

養殖サケは体重の 3 倍のえさを必要とする。 
日本では魚を食べることを美徳としてきた。グルメや料理番組でも資源問題としては語ら

れない。貴重な大間の天然マグロを使う料理人の得意げな姿が写し出される。こんなこと

でいいのだろうか？私たちに残されるのはクラゲかプランクトンくらいになるかもしれな

い。魚を戴くとき、海の中でおこっていることに思いを馳せることはとっても大切。 
 
 
「排出権本位制」    2008 年 2 月 17 日 
1 月 26 日朝日新聞で読んだ論文（経産省／小林慶一郎）が忘れられません。 
金本位制の流れを汲んだ現在の経済社会では人は経済を求めて環境を悪化させます。経済

と環境の相反関係のない社会制度をどうやって作るか？この解決案を提起しています。 
「CO2 を吸収する財を証券化したもの(森林の所有権、CO2 削減技術特許権など)を貨幣と

して経済社会に流通させる。企業は自主的に CO2 排出を削減し、排出権で儲けようとする。

排出権貨幣を流通させるために政府あるいは中央銀行は排出権を一定価格で購入したり、

排出権証券を納税手段や銀行間取引に使えるようにしたりする。不動産バブルであちこち

無用な廃墟ができるより、投機マネーの力で森林再生や CO2 固定化技術が開発される世界

のほうがずっと夢がある。」 
20 世紀、資源を貪ってきた一人として、経済システムを持続可能なものに修正することに

関わっていきたい。 
 
 
「時間について」   2008 年 2 月 9 日 
時間って何かを考えたことあります？僕が 90km/h、前を行く人が 100km/h で走っている

としたら、僕から見て前の人は 10km/h で走っているはず。でも物理法則によると光はどこ

から見てもスピード一定。つまり時間と空間は互いに絡み合って変化する。 
「時間はどこで生まれるのか／橋元淳一郎／集英社新書」って本を読みました。現在の物

理学はあと一歩で宇宙の仕組みを解き明かすかも。死後も魂みたいなものが残ったらいい

なと思っている僕にとって、とき明かされる宇宙ってもしかしたらとっても味気ないも

の？知りたいような知りたくないような。。。以下、本からの抜粋。 
自分が感じている「今」という瞬間は、人間的時間である。それに対して、この宇宙全体



に「今」という物理的な時間など存在しない。 
生命は秩序。我々はエントロピー増大という自然法則にしたがって、乱雑さ－すなわち死

へと向かっている。生き続けていくことはエントロピー増大法則に反すること。このため

に「意思」が必要。この「意志」によって未来を選ぶ自由を得る。 
時間は一覧表であり、一枚の絵。宇宙はただそのように存在するだけ。そこには空間的広

がりや時間的経過というものはない。にもかかわらず、われわれ生命はその絵の中に主観

的時間を創造し（因果関係を意味づけ？）、宇宙の創造に参画している。 
 
 
「いろいろな社会問題」   2008 年 2 月 4 日 
最近いろんな問題がいっぱいあって言いたいことが山積。ここにまとめます。長いけどつ

きあってくださいね。 
暫定税率法案をめぐる争いは「燃料代を下げろ」と「道路財源を確保しろ」の争い。両方

とも車社会を擁護する意見。あまりに目先の金銭に走りすぎていません？もっと環境保護

という観点から議論して欲しいと思います。 
ギョーザ薬物問題で日本人は被害者という論調があります。でももはや中国なしで日本の

食はなりたたない。加工食品は 40%ほどが中国頼み。我々は中国にお世話になっています。

これをきっかけに食の向こうの現実に思いを馳せよう。安いものを選んだのは私たち。危

険とは常に隣り合わせ。偉そうかもしれないけど、もしかしてこれがグローバル経済？そ

れにしてもまたたくさんの食材が捨てられるのだろうなぁ。 
古紙よりバージン紙のほうが作りやすく、コストも安く、品質もいいというのは業界で常

識のはず。ウソをつく人が一番悪い。しかしウソをつかせる風潮も悪い。技術的にむつか

しいのだから、正々堂々と正直が受け入れられなければ。ちなみに僕の名刺も「古紙 100%
使用」と書いてあります。 
 
 
「おばあさんの役割」   2008 年 01 月 28 日 
たいていの生物のオスはいつまでも子どもをつくる能力がある。でも自然界でメスで生殖

年齢を過ぎて生き延びるケースはほとんどないそう。人間が知恵を歴代にわたって蓄積で

きたのはまさに“おばあさん”のせい？やっぱり女の人はすごい。 
 
 
「“地球にやさしい”というキャッチフレーズ」 2008 年 01 月 28 日 
松井孝典先生によると、生物圏の物質循環のひとつ（狩人）として生きていける人口は 500
万人。地球システムに大きな影響を及ぼさない範囲の農耕牧畜で生きていける人口は 10 億

人。 



いまや人間の数は持続可能な限界の 6 倍。私たちの存在は地球や生物にとって目障り。そ

れなのに“地球にやさしい”なんてあり得ない。上から目線でとっても傲慢と思いません？

私たちは地球に生かされているのが現実！このキャッチフレーズを僕は疑っています。 
 
 
「レンタルの勧め」   2008 年 1 月 20 日 
東大の松井孝典教授は「我々は何をすればいいか」のひとつの回答としてレンタル社会を

提唱されています。我々の存在そのものも実はレンタル。我々は自分のからだを物として

地球から借りているにすぎません。死ねば地球に返るだけ。借りたものから、各種の臓器

を作って我々は生きている。その機能を使うことが生きるために重要であって、からだそ

のものに意味あるわけではない。レンタルを活用するという発想は環境悪化緩和のための

ヒントになるのかもしれない。 
 
 
「宇宙のはじまり」   2008 年 01 月 20 日 
20 世紀を振り返って 21 世紀の環境問題を考えるのではタイムスパンが短すぎ。宇宙のはじ

まりからの視点で、現状の異常さを感じる必要があります。それにしても宇宙のことって

おもしろい。 
「宇宙のからくり｣山田克哉／講談社ブルーバックスより。もし宇宙からすべての物質が消

えてしまったら、宇宙には空間と時間だけが取り残される？それは誤解。宇宙からすべて

の物質が消えたときには、同時に空間も時間も消えてしまう。つまり、物質、エネルギー、

重力、空間、時間はすべてが密接に絡み合っていて、１つとして独立に存在するものはな

い。宇宙は「無から発生した」。時間も空間もない。宇宙の発生は大変イメージしにくい。

宇宙が物体も時間も空間もまったくの「無」から発生したとすると、宇宙には果て(境界)
がない。 
 
 
「日本人の環境意識」   2008 年 01 月 14 日 
正月に読んだ佐和隆光の「地球温暖化を防ぐ」（岩波新書）より。 
佐和先生は「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」を実現することが必要だと

提唱しておられます。その中で日本人の環境意識について考えが述べられています。共感

とともに反省のためにここに抜粋します。 
３ナンバーの高級車、ヨーロッパブランドの衣類・バッグ・小物、レストランでの豪華な

食事。こうした生きざまに憧れる人々がこの国にたむろする。しかしエネルギー消費を急

増させる大量生産、大量消費、大量廃棄の持続はもはや不可能。空間的な視野を地球規模



に広げ、時間的な視野を 50 年くらい先まで延ばして、地球温暖化がもたらす深刻な危害を

考えなければならない。 
日本人の環境問題への関心は低く、公共的なモラルの水準も高くない。発展途上地域に対

する関心もまた低い。この国の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。知識の詰め込み教育は費やした時間のわり

には知的水準の向上に寄与しない。 
 
 
「食糧危機」    2008 年 01 月 14 日 
新年早々やっぱり心配ごとです。原油高騰、資源高騰はすでに現実進行中。新たに穀物高。

そのうち水不足に端を発する食糧の奪い合いが始まったら？正月に読んだ、柴田明夫の「水

戦争」（角川 SSC 新書）より。 
1kg の牛肉を作るのに必要な水は 21､000kg。水は食糧問題。21 世紀世界の食糧生産の鍵を

握るのは水。人口 8 億弱の先進国に代わっていま世界経済を引張っているのは人口 30 億の

新興国。彼らの経済成長は資源需要増加に直結。食糧危機はすでに忍び寄っている。国際

市場で「カネさえ出せば食糧はいくらでも手に入ると思っている」日本人、「より高品質で

安全・安心な食糧を求める」日本人の感覚は早晩通用しない。 
 
 
「新しい年の抱負」    2008 年 1 月 8 日 
新しい年もすでに仕事モード全開。相変わらず硬い話だけど今年もよろしくお願いします。 
お正月にも感じたけど、環境の話って結局みんなどこかでまだ人ごと。ゴルフやグルメの

話のほうが大勢を占め、まじめな話はすればするほど浮きます。やっぱり僕は文章のほう

が語りやすい。 
温暖化が閾値を越え、不可逆的な連鎖反応に突入したらパニック。その前に何かできるこ

とをしたい。そのため少しでいいから今年は勇気を持ちたい。これが僕の抱負です。皆様

の励ましよろしくお願いします。 
 
 
「仕事納め」    2007 年 12 月 28 日 
今日は仕事納め。皆さん今年一年ありがとうございました。自分の思っていることを不特

定多数の方に読んでもらうことを今年初めて実行しました。書くと考えがまとまります。

人に読んでいただくと気分が引締まります。。。これまで「まじめ」は格好悪い時代だった

と思います。青臭い、大人でない。だから意見を発表する勇気がありませんでした。でも

最近、数々の不祥事に見られるように、会社や身の回りで“おかしい”と思うことがその

まま“おかしい”で通じ始めたと思います。守るべきものを取り違えない限りこの風潮は



歓迎すべき。時代が変わってきた？僕は思いっきりまじめに、真剣にこのブログを書いて

きました。読んでいただく方には重荷だったかもしれません。でも思っていることは本心

です（きっと。。。）。思いを共感できる仲間がいることも感じることができました。このこ

とは僕にとって今年の最高の収穫。来年もよろしくお願いします。そして皆様いいお年を！ 
 
 
「再び中国」    2007 年 12 月 15 日 
再びレスターブラウン博士の本より。 
中国では羊が色とりどりの“服”を着せられている。これはほかの羊が毛を食べるため。

布から出ている羊の頭や尻の部分には毛がない。砂漠化によって羊は食糧を求め共食いを

始めている。 
2001 年 4 月 18 日、アメリカ西部地域は砂に覆われた。同月 5 日に、中国北西部およびモ

ンゴルで発生した巨大な砂嵐による。中国で直径 1800km に達していた砂嵐は、最大 1 億

トンの表土を運び去った。この表土は生命維持に不可欠なもの。自然作用によって生成さ

れるには数世紀を要する大切な自然資源のひとつ。 
インダス川、ガンジス川、メコン川、長江、黄河といったアジアの主要河川はほぼすべて

ヒマラヤ山脈に源を発している。そのヒマラヤ山脈の氷河が融解し雪原が減少。地球の巨

大な水の貯蔵庫がなくなりつつある。 
 
 
「誰が中国を養うのか？」  2007 年 12 月 15 日 
人口 13億の中国が世界中の資源を買い漁っています。私たちに中国を非難する資格ないが、

地球は中国を養えるのでしょうか？資源不足により物価は上がります。でも低賃金の中国

労働者と競争している私たちの給料は上がりません。私たちは生き方を変えなければ。足

るを知らなければ。幸せを多様化しなければ。“物”ではなく“心の平穏”を求めなければ。 
以下はワールドウォッチ研究所レスターブラウン博士の「フードセキュリティ」より。 
1950 年から 84 年にかけて、世界の穀物生産量は人口を上回る速さで増加。一人当たり穀

物生産量は 250kg から過去最高の 339kg へ。しかし 1984 年以降、穀物生産量伸びは人口

伸びを下回る。2004 年、これまで自給自足の中国がいきなり世界最大の小麦輸入国に転落。

小麦 800 万トン、大豆 2200 万トンを輸入。（これまでの世界最大の大豆輸入国日本でさえ

500 万トン）大豆の世界価格は一時 2 倍を記録した。 
 
 
「僕のやりたいこと」   2007 年 12 月 10 日 
家庭、民生、運輸部門におけるエネルギー消費増加が止まりません。エネルギーエンジニ

アとして省エネを身近に普及させることは僕がもっともやりたいこと。この分野は規模が



小さく、省エネと経済性両立しません。道楽と割り切らないと仕事になりません。お金を

負担してまで環境を守ろうというマインドも少ない。でも本当は家庭の力ってすごい。経

済性を飛び越えたボランティア的な土壌もある。損得抜きの仲間を募ることもできる。こ

の分野で省エネ普及めざす仕組みを作るのが夢。 
改善される兆しの見えない環境問題。国内で近い将来 CO2 排出権取引市場が必ずできるは

ず。小規模でもネットワークになれば力。削減した CO2 を持ち寄れば販売できるかもしれ

ません。まず省エネ診断行いムダな家庭のエネルギーを視覚化。その後いろいろな省エネ

手法を検討。予想される効果の範囲内で投資。省エネを実現。原則としてエネルギー追加

費用なしで計画。削減した CO2 を集めて排出権取引市場で販売。これら一連のツールと技

術を準備し、家庭内省エネ事業を実現してみたい。 
志を同じくする人と一緒に環境負担軽減のための仕事ができたらすばらしいと思いませ

ん？考えてばかりでなく第一歩を踏み出さねば。。。 
 
 
「ロハス」    2007 年 12 月 3 日 
ロハスのような競争意識ない考えが広まればいいと思います。ロハスに関する本 2 冊より

抜粋。 
NPO ローハスクラブ「日本をロハスに変える 30 の方法」によれば、LOHAS とは代替医

療やヨガ、スピリチュアルなものを信じ、社会ともうまく適応。平和を愛し、自然や地球

と自分を一体化。経済的に自立し、自分の存在価値を社会化する能力を持つ。消費生活も

楽しみ、時代の先端を行く。そんな人たちを対象にしたビジネス商品コンセプト。 
福岡伸一「ロハスの思考」。ロハス的に思考するとはエコロジーを考える、環境に思いを馳

せるということ。環境を大切にするとは地球を循環している流れを大切にすること。生命

体は部分の寄せ集めではなく、常に部分同士が環境と連結しあっている。 
 
 
「100 円均一」    2007 年 11 月 26 日 
100 円均一って確かに楽しい。でも以前から思っていました。物を作る側からみれば“どう

して 100 円で？”って思うものばかり。オートメーション・大量生産・資源の買い叩きが

可能にしているのでしょうが、これでは人手をかけられません。作る人のありがたみも出

ません。大量生産は大量廃棄にもつながります。結局作る人も資源も粗末にします。 
私たちはすでに十分裕福です。大事にするものだけを買えばいい。今の経済は生態系の赤

字の上に成り立ち、資源の採取と廃物の放出を無限に増大しています。このような収奪型

経済はもう続きません。表面に現れず、しかも膨れ上がった環境へのコストのツケは必ず

誰かに回ります。偉そうな言い方ですがもっと物を大切に。もう地球には資源や廃物の無

限大貯蔵庫などないことにみんな気がついているのだから。 



 
 
「賞味期限等食の問題」   2007 年 11 月 16 日 
賞味期限改ざん等、食が問題になっています。勿論ウソは悪い。それでも何かしっくりき

ません。“環境への負担”や“ほかの命をいただく”という視点が抜けていないでしょうか？

食中毒が出たわけでないのに多くの食材を廃棄するって仕方ないこと？ 
世界の人口の 2.2%、カロリーベースで食料自給率 40%以下の日本が世界の輸出穀物の 20%
を輸入・消費しています。日本のフードマイレージ（食糧重量 tonｘ輸送距離 km）は 2 位

の韓国や 3 位のアメリカの約 3 倍。断トツ世界一。世界に飢餓の人々は 8 億人というのに

私たち台所ゴミの 40%は食べ残し。夜 10 時以降、コンビニではたくさんの弁当が捨てられ

ています。 
賞味期限は私たちが臭いで判断すればいいのでは？私たちは他人に責任を押し付けすぎて

いません？本音を言えない風潮を作っていません？肝心なところで環境をないがしろにし

ていません？ 
 
 
「京都議定書約束期間」   2007 年 11 月 7 日 
京都議定書を誇りに思っています。その CO2 削減約束期間がいよいよ来年から 5 年間始ま

ります。しかし公約達成はほぼ絶望的。未達成の場合の取決めは未定。もし未達成分（2004
年ベースで 2.1 億ﾄﾝ）を外国から買わなければならないとしたら、排出権 1,500 円／CO2 ﾄ

ﾝとして 3,150 億円。最有力購入先はロシア。このとき日本はどうするの？カナダみたいに

離脱？それにしてもロシアにお金を持って行かれるのはくやしい。そのお金で我が家に自

然エネルギー導入したり、中国へ行って木を植えたりしたい。この問題が国民的議論にな

らないのはなぜでしょうか？ 
温暖化をまとめたホームページを紹介します。表や写真は言葉よりずっと効果的。 
「全国地球温暖化防止活動推進センター」http://www.jcca.org/（使える資料集参照） 
 
 
「生きるについて」   2007 年 10 月 28 日 
養老孟司の「いちばん大事なこと」を読んで感じたこと。 
「私」とは川のようなもの。川はいつもそこにあるけど水はたえず入れ替わっている。小

腸の表面を覆う上皮は３日で入れ替わるそう。去年の「私」と今年の「私」は物理的には

ほとんど別物。でも意識だけは「私」が一貫して残る。そして「私」にとってはこの意識

がすべて。 
生物としては“生きる”を続けることが大切。この継続性を支えるために DNA があり、

DNA の乗り物として「私」の体がある。生物は“誕生”と“死”の仕組みをもって継続性

http://www.jcca.org/


を手に入れた。生物にとって「私」の意識や長生きは些細な問題。 
結局「私」は生物に従属している。「私」は老いも死も受け入れた上で“生きる”をまっと

うしたい。 
 
 
「老いについて」   2007 年 10 月 28 日 
鈴木英治の「植物はなぜ 5000 年も生きるのか」より。 
細胞分裂のたびに、DNA の集まりである染色体は複製されます。しかし、完全に複製され

るのではなく、染色体の末端にある「テロメア」と呼ばれる塩基性配列が 50 から 100 塩基

対ずつ短くなるそうです。当初人の場合は 10,000～20,000 塩基対ほどのテロメアが各染色

体末端についているそう。テロメアは老いをプログラムしている？テロメアを再生できる

酵素は卵巣と精巣にのみ存在。生殖のとき初めてテロメアは元の長さに戻ります。生物の

継続の仕組みってすごい！抗うことはできない。 
 
 
「二酸化炭素削減量について」  2007 年 10 月 20 日 
1997 年京都議定書にて日本は“1990 年比 6%二酸化炭素削減”を約束しました。このため

の個人目標削減量を 2004 年日本人一人当たり二酸化炭素排出量を元に計算。 
日本総排出量 日本人一人当たり  公約排出量 必要削減量 

1990 年 11.9  億ﾄﾝ  8.75 ﾄﾝ/年/人→24.0kg/日/人 22.56kg/日/人 1.44kg/日/人 
2004 年 13.29 億ﾄﾝ 10.4  ﾄﾝ/年/人→28.5kg/日/人 22.56kg/日/人 5.94kg/日/人 
すでに 2004 年ベースで必要削減率 20.8%となっています。家庭からの排出は全体の 12.5%
なので個人として一人当たり削減量は 0.74kg/日となります。 
環境省では「1 人 1 日 1kg の CO2 削減キャンペーン」を行っています。人間の吐く息は一

人一日当たり 1kg。スーパーのレジ袋 1 枚節約は 0.06kg。 
人間は一人一日当たり呼吸で 1kg の CO2 を排出している。 
 
 
「ノーベル平和賞」   2007 年 10 月 16 日 
アル・ゴアと世界数千人の科学者の集まりである「気候変動に関する政府間パネル（IPPC）」

がノーベル平和賞をとりました。すごくうれしい。IPPC には日本の科学者もたくさん関わ

っています。地味で良心的な活動をする科学者がいっぱいいて、それを見過ごさない評価

機関がある。今回の受賞は自分も含めて世界中の人に温暖化防止行動を促すものだと思い

ます。 
悪意あるなしに関わらず今の環境活動に問題はいっぱいあります。人心の不安をいたずら

に煽って金儲けの道具にする面もあります。それでも温暖化の影響は確実に我々に迫りま



す。眼を背けることはできません。温暖化によると思われる事象が今いっぱいあるのに、

まだ最悪の事態は次の世代のことと感じている自分もあります。本気さも不足。でも残さ

れた時間は少ない。できることを増やさなければならない。 
 
「貿易の意味」    2007 年 10 月 16 日 
日本の 2000 年総輸入重量は 7.8 億ﾄﾝ。輸出は 1 億ﾄﾝ。貿易とは炭素や窒素、酸素、リン、

鉄など元素が移動すること。豊かな日本は世界中から元素をかき集めて滞留させている。 
“輸入食糧に含まれるリン”は固体のまま環境中に拡散。河川、湖、海などを赤潮で汚染。

汚染源のリンだけでわが国リン鉱石総輸入量に匹敵するそう。“輸入窒素”も断トツで世界

一。さらに窒素施肥量も断トツ。日本のいたるところの地下水から硝酸性窒素が検出され

ている。“1 トンの小麦を生産するのに必要な水”の量は 1000 トン。穀物の輸入とはその

生育に必要な水も輸入すること。 
日本近海で取れる魚の PCB やダイオキシン蓄積量も他の海域より桁違いに多いそう。日本

って結構危険。結局「地産地消」がいい。 
 
「量子力学の世界」   2007 年 9 月 30 日 
むつかしいけど量子力学って好きです。ミクロの世界で物質は波と粒子の両方の性格を持

ちます。普段我々が目にする世界とまったく違ったふるまいです。数学的には波動方程式

で解析可能。それにしても波は「現象」であって「もの」ではない。波と粒子の同時進行

ってどういうこと？人が観測しないときは波、人が観測した時点で粒子と解釈する学派も

あります。波を構成する個々の状態の数だけ世界が枝分かれして、その中のひとつに自分

がいる。自分のいない世界もこの宇宙で同時進行しているんだって。。。 
時間を一方通行だと考えると宇宙の始まりに特異点が必要。それなら始まりの前は何なの

か？ホーキングは時間に虚数を提唱しています。これで数学的に特異点でない宇宙の始ま

りモデルができるそう。虚数時間って何なのでしょうね？ミクロをつきつめたら宇宙に繋

がる。僕たちの知っている宇宙ってほんのごく一部なのですよね。 
 
 
「海ゴミ」    2007 年 9 月 16 日 
海岸に漂着するゴミが大変だという本を読んで改めて考えさせられました。 
人間が出したゴミを食べ物と間違えたり、ロープがからみついて身動きできなかったりす

る動物記事をよく見ます。それでもこの問題は美化やゴミ拾いの問題くらいに感じていま

した。ひとたび海へ流れ出したごみの深刻な影響に目を背けていたように思います。 
2005 年のデータによる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） 

海ゴミは川などの水路を通って海へ流れ出る陸上起源が全体の 80%。われわれ日常生活ゴ

ミだけに限っても 39.0%。 
特にプラスチックが問題。プラスチック片の多くはポリエチレンやポリプロピレンなどか

らできていて、海水中の PCB やノニフェノールなど「環境ホルモン」を吸着しやすい。海

を漂うプラスチック片は時間を経て微細化し、海洋生物がそれを体内に取り込む。海ゴミ

は回りまわって私たちの生態系を脅かしています。 
海岸漂着ごみは回収すればいいのですが、仮にボランティアが回収したとしてもその処理

費用を誰が負担するのか？まだまだ制度上の未整備な問題を抱えています。根本的にはや

っぱり陸上からゴミを出さないシステム作りが一番大切なのですね。 
 
「遺伝子組み換え技術」   2007 年 9 月 16 日 
環境問題に対する解決策が手詰まりの中、結局バイオに到達するような気がしています。 
遺伝子組み換え技術を駆使してわれわれに都合のいい方向へバイオを育てていく。これは

神の領域に踏み込むようなもので、一歩誤れば大変危険なことです。でも二十世紀型の科

学技術ではもう解決できない。諸刃の剣ではあるけれど、その剣を利用することに賭ける

しかないのでは？これからの技術者は哲学者でなければならない。 
奈良先端科学技術大学の新名惇彦先生の「植物力」って本より、乾燥した土地で育つ植物

を遺伝子組み換えにて作ることができるという話。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。そのため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。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。乾燥した気候に合わせるため CO2 との親和性を遺伝子組み換え技術に

て高めようとする研究がなされている。近縁植物に遺伝子が拡散しない等、安全性に最善

の注意を払いながら、地球の乾燥化に対抗できる作物ができればいいと思います。 
 
 
「人間って孤独」   2007 年 9 月 2 日 
東大の松井孝典教授の本「宇宙生命、そして人間圏」より。 
銀河系にある星の数は約 2000 億個。 
このうち脊椎動物までの進化に必要な寿命 20 億年を超える星は 85%。 
太陽のような星が存在し、さらに太陽系のような惑星を持つ確率はさらに約 25%。 
ガス惑星でなく地球型惑星系の確率は約 10%（ここまでで合計 42.5 億個）。 
惑星に水を蓄えるため、太陽からの適当な距離や地球くらいの大きさも必要。 
これらの条件に加え、高等文明持つ生命体はいまこのとき同時存在する必要がある。 



宇宙歴史 150 億年のなかで人間の高等文明継続時間はほんの 100 年か 1000 年。 
仮に1000個ぐらい高等生命が同時存在するとしてもこれら星を隔てる平均距離は数百光年。 
つまりいま現在、文明間交信の可能性はきわめて低い。 
こんなこと考えたら我々って孤独。運命を共有しながらたまたま時期を同じくして真っ暗

な宇宙を漂う地球船に乗込んだ旅人。いま自分の身近にいる人たちがとってもいとおしく

思いません？ 
 
「ペットボトルのリサイクル」  2007 年 8 月 28 日 
間違ったリサイクルの代表例とされるペットボトルについてその論拠をまとめてみました。 

500mlit ペットボトル 1 本の重さ約 30g。コスト約 17 円／本 
自治体負担分の収集運搬費が約 6 円／本（200,000 円／ton として） 
リサイクル（蓋を外し→洗浄→破砕→フレーク状）加工費は約 3 円／本 
再生したフレークの価値（使い道は作業着やカーペット等にかぎられる）0.1 円／本 
もしペットボトルを焼却発電にてエネルギー回収するとしたら 0.1kwh／本（1 円／本） 

リサイクルの目的は資源の消費を減らすこと。再生以上に資源を使っては意味ありません。 
プラスチックはもともと石油なので塩素などが添加されていない場合、燃やすのが最適み

たい。 
プラスチックは不気味だけど、一旦流通してしまったら廃棄方法は焼却がよいのでは？ 
その他、「ペットボトルの利益率の低さが薄利多売と消費拡大につながっていること」、「リ

サイクルできるという幻想がペットボトルの需要を増加させていること」、「ワンウェーび

んの処理費が自治体にただ乗りしていること」等も問題としてあげられています。 
 
「2020 年問題」    2007 年 8 月 11 日 
最近「2020 年問題」とか「あと 10 年」とかしきりに言われます。2020 年ぐらいをピーク

に、一人当たり食料配分や資源配分が減るだろうという問題です。いまの原油高は“2020
年を待たず、石油ピークはすでに過ぎた”という意味かもしれません。 
石油についてはすでに人類は究極可採石油量 2 兆バレルの半分を使ったらしい。地球上に

はもはや富士山の半分ほどしか石油が残っていません。 
富士山の概算容積： 1/3xπx(9km)2x3.7km＝313x109m3→1 兆 9700 バレル 

 原油残量：  1 兆バレル 
 石油需要：  3,000 億バレル／年 

単位換算：  1 バレル＝159Lit＝0.159m3 
今まで人類は右肩上がりに拡大続けてきました。2020 年前後にそれが破れ、現在システム

が崩壊するかもしれない。例えば物との交換を前提としている貨幣。交換する物が不足す

れば貨幣そのものに価値や意味はなくなる。とてつもない大きな混乱が始まる前に何らか

の新しい社会システムを構築しなければならないのでしょうね。 



 
 
「ぼくの悩み」    2007 年 7 月 22 日 
ぼくはよく環境に対する知ったかぶりを話します。でも本当は地球環境のために何も行動

していない自分を恥じています。「生きていること自体環境に対して負荷。何もできなくて

も恥じる必要ない」と居直ったりもしています。 
本当に大切なことは、社会や経済システムを真に環境重視型に変えること。資源浪費型や

環境破壊型の製品・サービスが非効率となるシステムを作ること。個人の倫理に環境問題

を委ねる必要ない経済システムを作ること。でも具体的にどうしたらいいのかわかりませ

ん。 
まめに電気を消したりレジ袋節約する人と比べて、面倒くささや照れくささを前面に出す

自分が嫌になります。「こんなことがどれだけの効果あるの？」と自己正当化して逃げてい

る自分も嫌になります。 
結局行動を起こす気がないの？なんか一人で悩んでいます。 
 
 
「環境派と懐疑派を分けること」  2007 年 7 月 8 日 
地球環境を危惧する現象がいっぱいなのに、環境懐疑派と言われる人も多い。今度は槌田

敦先生の「環境保護運動はどこが間違っているのか？」を読みました。「いたずらに地球環

境の危機を煽るようなことはもうやめよう。地球環境問題では人々を惑わす怪しげな理屈

が多すぎる」と言われています。リサイクル現場にあるいろいろな懐疑的事実をもとに、

今の環境保護のあり方がおかしいと本の中で主張されています。確かに怪しげな騙しは多

いし環境を食い物にしているケースも多々あります。それでも温暖化やそれを含めた環境

に対する危機感については槌田先生も想いは同じではないでしょうか。先生の意見は環境

を改善するためのもの。この意見を環境派か懐疑派かに分ければことの本質を間違えてし

まいます。別意見に蓋をしたり、色眼鏡で見たり、対立させたりしてしまったのではせっ

かくの意見も台無しになります。環境問題は生活基盤を揺るがす重大問題。避けて通るこ

とはできません。騙しが多いとすれば騙されないよう懐疑派と言われる意見も十分参考に

しながら、最後は自分の判断に頼るしかないと思います。 
 
「水のこと」    2007 年 7 月 8 日 
爆発的な水需要の増加と水質汚染。いま世界中の水が危機的状態にあると言われています。 
私たちが地球上で利用できる淡水量は地球の総水量の 0.5%以下。 
地球上の河川水量は 250 トン／人。私たちが水を使う量は 250 リットル／日（1000 日分）。 
にもかかわらず不自由なく水を使えるのは 10～15 日に一度水が循環しているから。 
水が循環できるのは蒸発した水滴が森林や土壌に吸収されるから。 



都市部の舗道や建物の上の水は地面や河川で吸収されずに直接海へ向かいます。このため

陸から蒸発する水は減り、内陸部雨量も減少します。 
私たちはいま循環量以上の水を使うだけでなく、都市化によって循環量も減らしています。 
水不足の多くは地下水位の低下なため見た目にはわかりにくいけど水は空気と同じ。原油

なんかと比べ物にならないくらい影響度合いは高い。 
 
 
「打ち水の効果」   2007 年 6 月 2 日 
打ち水の効果を考えてみた。水１リットル蒸発するとき水が持っていく熱量は約 540kcal。

空調の成績係数を１（電気方式の場合は３くらいに相当）とすると、これだけ冷やすのに

540kcal 必要。これは灯油に換算すると 0.07 リットル程度の節約。実際は空調効率がもう

少しいいので灯油節約量はその分減る。水は地上で蒸発すると大量の熱を吸収し、上空で

冷やされて再び水に戻る。こうして地上から持っていった熱を宇宙空間に放出する。 

空気の分子量は 29。水の分子量は 18。水蒸気は空気より軽いから空気中を上昇する。あま

り上昇しすぎると地球上の水がなくなってしまう。逆に高くまで上昇できないと地表に熱

がとどまってしまう。この両者の分子量の差が水蒸気をちょうど大気圏境界まで運ぶこと

になるそうだ。なんか絶妙なバランスの上に地球が成り立っていると思いません？ 

 

 
「ヒートポンプってすごい」  2,007 年 5 月 27 日 
冷媒を真空にして空気より低い温度にすると空気中に散らばっている熱が冷媒に集まって

くる。今度はこれを圧縮して高温にする。この間燃焼は介在しない。行っているのは部屋

の中と外の熱の移動だけ。これが僕の理解しているヒートポンプ方式。暖房に高温を、冷

房に低温を利用する。空気の熱が利用できるので投入したエネルギーより得られるエネル

ギーの方が大きい。これってすごい。 
ヒートポンプはこれまで高温を作るのがむつかしかった。最近 CO2 冷媒のエコキュートが

開発され 70･c のお湯も作れるようになった。理屈の上では家庭で使われるエネルギーの

20%がエコキュートに置き換え可能。CO2 全体の 2%削減に相当するんだって。僕は仕事が

らガス会社びいきなんだけど、ガス会社のコージェネ（エコウィル）と電力会社のエコキ

ュートを比較すると電力会社に軍配が上がる。 
ヒートポンプは今なおどんどん進歩していて夢がある。もっとみんなにわかりやすく説明

できたらもっと広まる技術だと思う。 
 
「地球はあと１０年で終わる」  2,007 年 4 月 29 日 
世界中の専門家の意見を集めた「（このままでは）地球はあと１０年で終わる」という本

を読んだ。タイトルがセンセーショナルで受け狙いのパニック煽る本と誤解されそう。で



も内容は大変分かりやすい。地球環境にはどこか引き返せないポイントがあって、その臨

界点が大気上昇２･c あるいは二酸化炭素濃度５００ppm とか言われている。今のままだと

あと１０年で臨界点を超え、その後はどんな努力をしても地球自身が勝手に温暖化へのサ

イクルを歩む。破滅の未来を回避するために残された時間はあと１０年しかないというの

が本書の主題。  
地球の気候にメキシコ湾流の影響大きいという。熱帯から来た温かい表層水が北極近傍で

冷却され、重たくなって塩分濃度も高くなって沈み込む。沈み込んだ深層水は再び熱帯へ

戻る。この循環は 1000 から 1500 年で１周する。温暖化によって水温上昇。陸上の氷河融

解による海水の塩分濃度低下。これらがこの流れをせき止め、地球上に異常気象をもたら

す。  
このメカニズムの正否を素人判断することはむつかしい。でも何か大変なことがすでに始

まっているのではないか？それが将来ではなくまさに今おこっている。ことの重大さに比

べて真剣さや自覚が身の回りに決定的に不足している。自分の心構えをまず反省すべき本

であった。 
 

「アンチ環境問題について」  2,007 年 4 月 21 日 

武田邦彦先生の｢環境問題はなぜウソがまかり通るのか」って本がベストセラーになってい

ます。アンチ環境派の代表格みたいな本かもしれないけど、内容は全く同意です。急激過

ぎる環境変化に対して危機意識もたれているので、やっぱり武田先生も環境派だと思いま

す。"環境を食い物にして金儲けしている人が多い。善人ぶってリサイクルしながら実は環

境をより破壊している例も多い。なんでこんなにウソが多いのか？"と疑問を呈されていま

す。僕は省エネルギーを身近にしたいと思って 10 年前に大企業を辞めました。大企業を飛

び出てやっと見えたことですが、世の中ウソの省エネがはびこっています。騙しが横行し

ていて省エネイメージが大変悪い。まさにこの 10 年、この悪いイメージとの戦いの連続で

した。売るほうもいいかげんなら買うほうも環境なんて隠れ蓑。省マネーしか興味ない人

が多い。武田先生は環境は金になると仰っていますが、僕の経験からすると環境は金にな

らない。誠意を尽くせば尽くすほど金がかかる。今の経済社会に"環境に金を払う、地球に

使用料を払う"といった価値観を導入しない限り騙しはなくならないでしょう。理想とは程

遠いビジネスの現実。それでもやっぱり地球温暖化によると思われる最近の現象が気にな

ってしかたありません。どうしても放っておけない。この本が"環境問題なんて考えなくて

もいい"というふうに読まれないよう心より願っています。 
 

「自己紹介」    2007年 4月 

ずっとエネルギー関係一筋のエンジニアです。高校生のころから環境や地球温暖化に危機

感持っていました。「何かしなければ」というあせりはますます募っています。でも何もし

てないし何もできない。とりあえずここで環境に関する仲間作りをさせてください。よろ



しくお願いします！それから、少し前に mixi 始めたところなのでしばらく mixi も続けて

みます。 
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	「財政赤字を減らす覚悟とは」　2012年１月
	大前研一の「リーダーの条件が変わった」を読みました。2011年当初予算92兆円。歳入は48兆円なので財政赤字は44兆円。この赤字をなくすためにどうするか？
	2007年4月以降ミクシーや自分のホームページで不特定多数の方々を意識してブログを書いてきました。特にPRしてないし読者もいません。でも不特定多数の方が読むかもしれないという緊張感は自分の考えをまとめるのにとても役に立ちました。今日からFacebookにも載せてみます。堅い話ばかりですみません。でもきっとこれが僕です。どうかよろしくお願いします。
	「新しいライフスタイル」　2011年12月12日
	これまで僕は大量生産・大量廃棄の経済構造の歯車の歯として一生懸命生きてきました。結果として環境破壊の一端も担ってきました。その反省もあって、新しい生き方を探さねばならないとあせっています。
	多くの人は、これから生まれてくる子供あるいはその子供たちは地球規模での環境面の重大な危機に直面するかもしれないと思っているのでは？そしてその元凶は僕たちのしてきたことにある。
	資本主義経済が自己破壊的であるのは、「太陽からの贈与あるいは地球の蓄積してきた働きを評価しない」、「環境や生態系の持続性を経済活動価値から切離している」ことに所以している。経済を追求することが人間の幸せにつながらない。いまの経済では環境や資源の限界を救うことができない。
	新しいあるべき姿も少しだが見えてきたように思います。これからはドラえもんの“のびた”のような生き方を素敵と思えることが大切なのではないでしょうか？
	一般に男の求める幸せは争いを伴う。女が求める幸せのほうが平和で身近な思いやりに満ちた社会になるのでは？もちろん男も女もそれぞれいいとこ悪いとこがあります。でもいちど男は女の脇役に甘んじて女の幸せを応援してみたらどうだろう？すでに日本は特に若い人はその方向に向かっているのかもしれない。世界は日本のライフスタイルを注目しています。これからの日本人の生き方は世界のライフスタイルのブランドとなる。そんな未来もすぐそこまで来ているようにも思える。
	「原発について」　2011年11月
	原発について、柳澤桂子の「いのちと環境」「いのちと放射能」という本から抜粋します。いつも同じような本に共感し、それでいて何も変えない自分と周りに嘆いています。
	放射能の本当の恐ろしさは、突然変異の蓄積にあります。
	「日本熊森協会」　　2011年10月23日
	戦後スギやヒノキを大量に植林しました。しかし安い外来木材が輸入されて日本の林業は壊滅しました。手入れをせずに放置された森はいまや死の直前にあります。
	一方日本の工業化は木材の需要をどんどん減らしました。鉄道の枕木、電信柱、建築現場の足場、オフィス家具、樽や桶など液体貯蔵・運搬用具、まな板、木箱までも木を使わなくなりました。
	放置された森には日光が入らず下草も生えません。木が、山が死に、森に生物が生きていくことができません。森の死は保水力を弱め、土砂崩れ災害も多発。
	最近、NPO日本熊森協会に入会しました。太陽光発電所ネットワークの会に加えて2つ目です。熊森協会は熊が生きることのできる森を残そうという会です。元来熊は里山より民家へ降りてくることはないそう。人間が熊の生活圏を破壊したから餌を求めて人里まで近づくようになった。
	熊森協会の趣旨は大賛成。でも僕は何も活動しないだろうし、偉そうなこと言えません。自然保護活動というのも気恥ずかしい。偽善も感じる。それでも本当はこれが僕の一番やりたかったことかもしれない。
	山は間伐してあげればある程度復活します。木が売れるようになれば間伐費用もでます。間伐材は燃料としても使用できます。近いうちに化石燃料代替品として脚光浴びるでしょう。日本林業の立て直しは環境の立て直しでもある。
	「初孫」　2011年8月23日
	先月、長男に娘ができました。写真見てもおっさんみたいだし、実感わかない｡初孫できても僕の気持ちは冷めたままでした。そんななか先週、東京出張の合間をぬって孫の顔を見てきました。実際見るととてもかわいい。ご機嫌なとき、嫌なとき、うれしいとき、それぞれ表情を見せてくれる。産まれてわずか1ｹ月あまりだけどすでに一生懸命生きようとしている。その必死さがとてもかわいい。これはかわいいと思いました。僕にも人並みな感情あったんだ。
	孫の誕生をもって僕の子育てはすべて終った｡命はこうやって引き継がれるのですね。生物としての役割が終わったいま、これからは現役の邪魔しないよう、できれば若い人たちに役立つよう、そして願わくばおじいちゃんとしてかわいがられるよう、残りを生きていきたい。
	「原発のこと」　2011年8月12日
	原発をどう考えるか迷っています。
	確実に言えることは、我々はこれから放射能とともに生きるということ。
	小出裕章先生の原発の本を中心に自分の考えをまとめてみました。
	被爆
	いま直接問題となっているのは外部被爆。外部被爆では透過力強いガンマ線（放射性ヨウ素、セシウム）が問題。これから本格化するのは内部被爆。内部被爆は透過力弱いアルファ線（プルトニウム）が問題。アルファ線を放出する放射性物質は付着したごくごく近傍の細胞にだけ濃密に攻撃する。体内に取り込んだ放射性物質は1日24時間、何日もずっと放射し続け、外部被爆とは比較にならない影響を与える。内部被爆問題は環境ホルモン問題に通じるような気がする。
	汚染
	完璧な安全を求めてはいけない。一つ一つの食品に「汚染度」を表示し、個々人の判断で「食べるか食べないか」を決める。自分の命に関わる基準を政府に決めてもらう今の風潮は根本的におかしい。60歳以上は汚染度の高い食品を食べる。
	原発のコスト
	原発は安いとされている。しかし廃炉にする費用、使用済み核燃料を処理する費用、使用済み核燃料を永久保管する費用はコストに含まれていない。原発は本当に安いのか？使用済み核燃料は最低でも10年は冷やし続けなければならない。
	結論
	我々の世代は好き勝手に地球と資源を使い、はるか未来の子孫に莫大なコストを押し付けているような気がする。やっぱり原発に頼らない（脱原発）、身の丈あった生き方を模索するしかないのでは？
	「男社会」　2011年8月12日
	若い人と年配の人とでだいぶ違いあるけど、男と女はとっても違います。男は女を理解できない｡なぜならいまの社会は男社会だから。男は男以外の感性に気づかない｡男も無意識のうちに「男はかくあるべき」というステレオタイプの観念にしばられている。男社会は競争や順位づけを競う。その行き着く先が原発や戦争、環境問題｡これらはこれまでの政治、経済界、電力会社等の既得権を守る閉塞感の原因ではないか？男社会はいまも底辺で続いている。
	なでしこジャパンの活躍は男社会の押さえつけをはねのける新しい時代の始まりを意味するかも。普通の人が輝き、女も時代に参画しようとしている。新しいライフスタイルが広まればいいなぁ。
	「がんばろう」　　　　2011年7月4日
	すみません、いつも堅い話で｡先週、石弘之先生の講演会を聞きました。
	「起きて困ることは起きないことにしよう」これが日本人の精神構造だそうです。
	原発は政府と電力会社が一体となっていろいろな利権を守る社会｡是が非でも促進を貫き、最初から結論ありきの社会。そして補助金漬けが自治体の自助努力活力を削いでいる。酷だけれども東北の人々の忍耐強さが原発事故を招いたとも言えるのかもしれない。日本人はもっと怒らなければいけないと。
	これまでの原発事故をウラン量で比較すると広島で64kg、チェルノブイリで36ton、福島で1,048tonだそうです。
	電力消費は30%節約してもたかだか1990年代消費量と同じとか。節電はできるはず。
	僕は仕事柄、電力会社の慇懃無礼さを身に沁みて感じています。電力会社はこれまでことごとく分散型発電事業者を潰してきました。発送電分離や自然エネルギー固定価格買取制度も過去十数年、議論以外何もできませんでした。政府も世界に向かってCO2削減の大見得をきるだけで何一つできません。今回は変革への大きなチャンスでした。間違ってもいいから一度みんなでライフスタイルを変えてみません？いま変わらなければいつ変わるのか？それとももう変革は永遠に無理なのでしょうか？
	東京に比べて大阪の街はキラキラ。節電意識も低いと思います。でも東京電力の電力不足が叫ばれて以来、僕はかつてなく忙しい日々を続けています。決して儲かってはいませんよ。不良在庫だった発電機が瞬く間に売れるのを横目で見て景気いいなと思いました。でも発電って難しいのです。発電機があれば電気が使えるわけではありません。いっぱい検討しなければならないことがあって、仕事の数をこなせません。検討要請だけいっぱいあるのでムダで終わるのがほとんど。結局在庫品を右から左に動かすブローカーの人が一番おいしそうに見えてしま...
	世界で最も早く省エネルギー社会を実現する国が次のリーダー。日本はいまその最短距離にいる。でももしこのチャンスを逃せばその絶望感はとてつもなく大きい。
	「東北関東大震災」　2011年3月29日
	「無縁死について」　2011年2月28日
	NHKで報道されて以来、ネガティブな意味で無縁死が問題になっています。島田祐己は「人はひとりで死ぬ」で、無縁死についてこう言っています。
	いま私たちは孤独な死を恐れている。死そのものよりも死に方に恐怖している。でも無縁を求めてきたのは実は我々自身じゃなかったか？高度成長以来、人は田舎の血縁社会を振り切り、自由を求めて都会へやってきた。集団就職は我々が求めた自由な生き方でもある。おひとりさまとして生きようとする生き方は徹底した自由な生き方でもある。この生き方を孤独と見るか、自由と見るかは人によって異なっていい。
	確かに両方の意味あると思います。一生懸命生きる中で、負担にならない、力になる良縁が得られたらそれは最高だけれど、どこかで現実との間の折り合いをつける必要がある。そのとき無縁あるいは非常に緩い有縁を選択したとしても少しもネガティブではない。無縁であるか否かよりも、日々いかに懸命に生きるかが問われるだけなのでしょうね。
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