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（SMILE 報告） 
2006.7.12 
辻   宏 

人類と地球の持続的な発展 

－21.5C の環境問題－ 

 

3 人の専門家の見解 

Ⅰ．宇沢弘文－「地球温暖化を考える」 
１．James Hansen 「地球の平均気温が異常な率で上昇しつつある。これは自然現象ではなく、

人間活動によるもので、とくに化石燃料の大量消費という現代文明によってもたらされたも
のである。このままつづけば、21C の中頃には、地球の平均気温は、現在より 2℃ないしは
3℃上昇するであろう。それに伴って、気候が大きく変動し、自然の環境も、これまで人類
が経験したことのないほど大きく変わる。そのときには、人類もこれまでのような生活を営む
ことはできなくなるであろう。」(1988/5 於:米国議会) 

 
２．IPCC（国連､気候変動に関する政府間パネル）（1991/6 報告） 
（１）平均地表気温 

 化石燃料の消費、熱帯雨林の伐採が今のペースでおこなわれるとすれば、平 
  均地表気温は、2020 年には、産業革命以前の水準に比べて、約 1.8℃上昇し、 
 21C 末には、約４℃上昇すると予測される。地球が経験した最後の氷河期(ヴュ 
 ルム氷期)が終わってから 1 万年の間に、平均地表気温は高々１℃しか上昇して 
 いない。 

（２）海水面の上昇 
 1880-1980 に海水面は約 10cm 上昇したとされるが、2030 年には現在比 
 約 20cm（10-32 cm）、2070 年には 45cm(23-75 cm)上昇すると予測。 

海水面の 40-50cm の上昇は多くの都市の消滅、直接被害を受ける人々の数は 5
億人を下らない。河川の流れに大きな変化を来たし、海岸の湿地帯がなくなり、
土壌の浸食､地盤沈下を来たし、数億人の人々が定住地を失う。また多くの生物
種が失われる。 

（３）気候の激変 
     降雨量両極端化(?)→農業への影響→食料不足   

cf. 世界人口 現在 56 億人→21C 中 80 億人 
 
３．地球温暖化の原因 
（１）化石燃料の大量消費 

石炭､石油､天然ガスなど化石燃料燃焼で,大量の二酸化炭素放出。 
二酸化炭素は、大気の温度を高め、地表全体をあたためる効果(温室効果ガス)

を持つ。 
温室効果ガスはごく微量､大気中にほど良い量含まれ、地球の平均気温を 15℃

に保つ。 
  

（２）熱帯雨林の伐採：                  
焼畑耕作､居住地の建設､材木の伐採(現在世界の森林 3600 万 km2 あるが、近

年毎年 20 万 k ㎡近くが消滅している。 
原因の 3/4 は化石燃料、1/4 は熱帯雨林の伐採による。     
結果として、熱帯雨林の恩恵を蒙っている人々の生存の基盤をおびやかす生物種の多

様性が失われる。 
表「世界の主要国の二酸化炭素排出量」 
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（３）ある仮説 
人体の免疫機能を働けないようにしてしまう病原菌によって起こされる病気、

エイズ症候群や、ラッサ熱､エボラ熱などは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ある。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はじめて、外敵である人間に対し
て、次々に強力な病原菌を送り出している．．．。 

 
（参考）地球の歴史 

 約 30 億年前：海中に生物 
   7 億年前(原生代の終わり)：多細胞生物 
   3 億 6 千万年前～2 億 8 千万年前(古生代-石炭紀)：温暖､多雨､大森林繁茂－石炭 
   （2 億 7 千万年前～ 6 千 5 百万年前－石油） 
   2 億年前～1 億年前(中生代)：哺乳類誕生､多数の動植物 
   （ジュラ紀：恐竜､爬虫類全盛、白亜紀末：爬虫類滅亡） 
   6 千 5 百万年前(新生代－アルプス造山期）：哺乳類時代 
   3～4 百万年前：人類誕生 
   （以後､約 4 万年周期で､氷期／間氷期。約 1 万年前氷河期ヴュルム期終了､その

後間氷期） 
 
４．ル･コルビュジェとジェイコブス 

（１）ル･コルビュジェの 20C 型近代的都市「輝ける都市」 
美しい幾何学的デザインをもち、高い芸術性を有すが、そこで生活を営む

人間にとって住みにくい。 
自動車を中心として、ガラス､鉄筋コンクリートの大量使用の高層建築群によ
って象徴される。 Ex. 筑波研究学園都市､大阪千里ニュータウン 

（２）ジェーン･ジェイコブスの地球環境にやさしい 21C の都市のあり方､4 大原則 
・都市の道路は狭く折れ曲がっていて、一つ一つのブロックは短い。 

    ・都市の各地区には、古い建物が出来るだけ多く残っていることが望ましい。 
   ・都市の多様性．．．都市の各地区は必ず二つ又はそれ以上の働きをするよう

になっている。ゾーニング(コルビュジェ)をしない。 
   ・都市の各地区の人口密度が十分に高くなるよう計画する。（米国に適用？） 
 

５．炭素税 
（１）社会的共通資本 

全ての市民が人間的尊厳を保ち、自由に生きる事が出来るような環境。 
各人は、社会的共通資本を破壊したり、汚染したりしないという限度内で、
行動の自由がある。 社会的共通資本がうまく作られているときに、初めて、
一つの国あるいは社会が、長期間にわたって、調和の取れた経済発展を続け
ることが出来る。 Ex. 自動車の社会的費用 

（２）炭素税、二酸化炭素税、環境税 
     大気中の二酸化炭素の量が増えると、将来の平均温度が高くなり、気候条

件の変化を生み出し、自然環境を変え、人々の生活環境にさまざまなかたち
で好ましくない影響をもたらす。 

     地球温暖化によってひきおこされるさまざまな被害によって、人々の生活
の水準は実質的に低下する。現在、二酸化炭素を大気中に放出すると、何十
年と言う長期間大気中に残留し、将来の地球環境に影響する。 

     さまざまな生産活動にさいして、大気中に放出される二酸化炭素の排出に
対して、その中に含まれている炭素の量に応じて、単位当りで炭素税を徴収
する。これは、将来の世代がこうむる被害の大きさを反映したものであるこ
とが望まれる。森林の伐採の場合、二酸化炭素の放出の増加に見合う炭素税
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をかける。（森林育成については補助金を出す。） 
   Ex. 炭素税制度の日本経済構造に与える影響（慶応大､黒田雅裕教授 

Econometrics Model）－炭素税制度で､1 人当り二酸化炭素排出量を
1990 年水準の 2.14t に制約するという前提での経済成長パターン 

       実質国民総生産(GNP)増加率の減少：2000 -7%, 2030 -20%, 2100 -25% 
 
６．新しい展望：持続的農業と「農社」 

（１）持続可能な経済発展 
自然環境を保全し、社会環境を安定的に維持しながら、経済発展を続ける

（1992 ﾘｵ･ﾃﾞ･ｼﾞｬﾈｲﾛ環境会議）－社会的共通資本に十分配慮し、産業の発
展､生活水準の上昇を長期間に亘って持続できるような状態を実現しようと
いうもの。( cf. J.S.ミル) 

（２）「農社」制度 
「農」の営みを単に農作物の生産に限定せず、農作物の加工､販売､研究開

発活動まで広く含めた、一つの総合的な組織。かなりの数の農民たちが中心
となって、協同的な作業を行い、市場経済の中で、経営的にもうまくやって
ゆけるような規模と事業の多様性を持つもの。持続的な経済発展を実現する
為の中心的役割を果たす。 

 
 
Ⅱ．小宮山宏－「地球持続の技術」 
１．ビジョン 2050 
（１）21C 半ばに実現すべき、省エネルギー型の物質循環型社会 

 21C：持続社会 vs 環境悪化／資源枯渇？ 
       人口 60 億人→21C 中に 100 億人 
       世界人口予想 1999.7.18：60 億人､→2025：80､2050：93 億人 
 （米商務省統計局ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）   
    開発途上国の消費活動の急増⇒莫大な増大する負荷の低減技術開発の必要 
（２）効率の良い循環型社会の実現の必要  

 前提： 
 ① 地球上全ての人間が現在の先進国の生活レベルを達成する(途上国の

近代化)。 
 ② ライフスタイルの転換に過度の期待を寄せるのは現実的ではない。 

 ③ 2050 年時点で、自然エネルギーが化石資源を全面的に代替することに
成功している可能性は殆どない。 

 基本原理： 
 ① エネルギー効率向上（3 倍増）： 

a) 現在の技術と社会システムの下での 2050 年のエネルギー消費 235
億 t をエネルギー効率向上で 1/3 にする。 

b) 現在の非化石系エネルギーと同量の炭素換算 15 億ｔを合わせた量と
同量の自然エネルギー導入で化石資源の使用量は 45 億ｔと現在比
3/4 に減少。  

・自動車､家庭､オフィス(エアコン､            
冷蔵庫､照明､TV)のエネルギー 
→1/4 

  ・電力の発電効率向上 
 ・分散型電源（燃料電池、コジェネレーション） 
  ・素材生産エネルギー(リサイクル､技術進歩､技術移転)．．．国レベル 
 の技術バランス 

図 ｢エネルギーシナリオと CO2 濃度｣ 
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  ② 人工物の飽和と循環システム構築 
   今後も続く高機能物質を必要とする社会の要請に応え、リサイクルに 
   耐え、ライフサイクルの最後に燃料とされる時に燃焼効率に優れ、し 
   かも全ライフサイクルを通じてダイオキシンや環境ホルモンなど有 
   害物質を 出す恐れのない、そのような優れた化学製品を社会に供給で 
   きるようなシステムを構築する必要がある。 

 ③ 自然エネルギーの開発（現状の 2 倍増） 
 ・バイオマス 

  ・太陽電池 
  ・風力、地熱    

  ・2050 年時点で水力 5%、農業残渣･廃木材･廃棄物などのバイオマス 
 15%、太陽電池 3%、風力地熱など 2% 計 25% 
 （化石資源 15 億 t 相当）。 

（３）「現在、石油は最も効率の良いエネルギーである。もし温暖化対策として代替エ 
 ネルギー開発、省エネルギー技術の導入を進めようと思うなら、エネルギー高価 
 格政策をとるか、あるいは今有利な化石資源と、将来に備えようというエネルギ 
 ー技術の間にハンディキャップをつける必要がある。」 

・自然エネルギー導入の動機付けの制度：電気料の 1%値上げ→自然エネルギー 
 補助（ドイツ、アーヘン方式） 

 ・炭素税（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾉﾙｳｪｰ） 
 ・日本の例(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 炭素税 3000 円/CO2-ｔを賦課し省エネ誘導に用いること

で、京都合意達成可能（環境庁｢地球温暖化経済システム検討会報告書｣1996） 
（４）「種の多様性の減少は災害や病気などに対する生態系の安定性に影響を与えるこ

とが懸念される。一旦絶滅した種は回復不可能である。｣ 
 Cf. “ There is still time, brothers.”(映画｢渚にて｣ 
 

 
Ⅲ．佐和隆光－「地球温暖化を防ぐ」 
１．20C 型工業文明  ⇒   CO2による地球温暖化 
  ・大量生産   資源枯渇   健康問題･･･虫媒性伝染病 
  ・大量消費 → 環境汚染   気象変動･･･異常高温､旱魃､洪水 
  ・大量廃棄   南北問題   海水膨張､極氷溶融･･･海面上昇 

・  気温上昇･･･植生変化→森林破壊→大量 CO2 
・   食糧生産支障           発生 

  ・ 
↓           

＜持続可能な発展＞・・・人々の生活の質的改善を､その生活基盤となっている各 
・       生態系の収容能力の限界内で生活しつつ達成すること 

  ・    ．．．エネルギー､環境 
  ・ 

↓ 
２．21C 型文明    ・・・  Metabolism 文明（循環代謝型文明） 
 ・適正消費 

・極小廃棄 
 ・リサイクル 

・省エネルギー 
・製品寿命の長期化 

  
３．枯渇性資源の消費を埋め合わせるに足る技術の開発と社会制度の構築 

・省エネルギー技術の更なる開発と普及 
・新エネルギーの利用可能性の拡大 



  

 - 5 - 

・リサイクルの推進 
・製品寿命の長期化 
・公共交通機関の利便性の向上等に資する施策 

 
４．炭素税の導入 
  炭素含有量に応じて化石燃料に課税を施し、化石燃料の価格を人為的に引き上

げることにより、炭素含有量の多い石炭、石油から、炭素含有量の相対的に少な
い天然ガスへの燃料転換を施し、そしてガソリンや電力などの二次エネルギーの
短期的かつ中長期的な節約を促そうというのが、炭素税の本来の狙いである。 
 炭素税による化石燃料の需要抑制効果（中長期の価格弾性値）を高めるために
は、たとえば自動車の燃費基準、電化製品の消費電力基準、建物の断熱効果に関
する基準等を強化することが考えられる。その他、公共交通機関を整備したり、
太陽電池やハイブリッド･カーの普及を推進する為に補助金、税制面の恩典措置が
考えられる。それが自動車の走行距離を短縮する効果、自動車から電車･バスに変
更する(モダール･シフト)効果等によるガソリン需要の短期の価格弾性値はさほ
ど大きくはない。しかし、次に自動車を買い換える時、燃費効率の良い自動車を
選ぶ事を動機づける効果、中長期の価格弾性値は決して小さくはない。政策当局
には需要の価格弾性値を高める為の適切な制度改革を求める。 

 
５．温暖化対策は、何らかの制約条件が経済に課されたとき、即時的には経済成長率

が抑制されるが、資本設備の更新などの調整が完了した後には、資本ストックの
増加と効率化のおかげで、従前寄り高い水準の成長系路上を走るようになる。 

（米国､DRI-Data Resource Institute モデル） 
 
 
 

その他 
＊石 弘之－ ｢地球環境報告Ⅱ｣ 
１．環境問題の解決策、それは「人類の活動が地球の持つ環境容量を超えてしまった

ところから環境の破壊がはじまったのであり、その活動を容量以内に押さえ込むこ
としかない。」 
このままでは生産や人間生活を支える基本となる水、森林、土壌、水産資源などが
持ちそうにない。2020 年ごろが一つのヤマ場となると考える。 
・人口増､環境悪化の進行 

⇒食糧生産システムの脆弱化         
    ＋異常気象､大災害､海流異変､病虫害の大発生 

→食料不足  
→食料パニック(食料価格高騰､輸入困難) 
→食糧需給緊迫  

・再生可能資源の悪化 
 

２．今後の地球環境対策のシナリオとしては、長期の国家的ビジョンを形成して少し
ずつでも環境容量に近づけてゆく｢ソフトランディング｣を目指すことになろうが、
世界的な破局的な危機に直面してはじめて解決策が動き出す｢ハードランディング｣
にならざるを得ない可能性が高い。 
・既に、欧州の諸国でソフトランディングのシナリオ作りがはじまっている。 
 オランダ：国家環境政策計画(NEPP 計画)－2010 年目標､汚染物質排出量を

70-90%削減 
      二酸化炭素排出量を 1988-89 年レベルに安定化させる。 
 農業部門での環境負荷の低減に重点を置き､2000 年までに農薬使用量
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半減､窒素肥料は 1980 年レベルの 30%にまで減少する。 
  （1989 年総選挙で国民は｢環境｣を選択。1990 年｢NEPP プラス｣を

導入。） 
 デンマーク：70 年代のエネルギー危機以後、意欲的なエネルギー政策。 

 省エネ､効率向上､自然エネルギーの開発に注力、70 年代以降エネルギ 
 ー消費量が増加していない。 

  代わって、風力が国内の電力供給の 6%を占め、風力タービン産業は
世界市場の 7 割を占めるまでに成長。 

 ドイツ：｢緑の党｣が連立与党に加わった。 
その他欧州各国では環境政党が着実に勢力を伸張、多くが、21C を見据えた環境 
政策をかかげている。 

  
＊遠山柾雄－「砂漠を緑に」 
 元来、農業を始めること自体が自然の破壊である。土地を耕す事によって、そこに
住む小さな虫や微生物の生活環境を乱し、そしてその場所に人間の求める作物が種と
して蒔かれ、手厚い保護を受けて生育する事によって、地表に生きる雑草の生活をか
き乱す。農薬を使う事だけが生態系を乱すのではない。たとえ、虫や雑草の繁茂に適
した環境を作ってやる事であっても自然を乱すことである。 
 地球の爆発的な人口増加．．．21C 初頭に 100 億人／食料の安定確保 
 ○小規模集約的砂漠緑化 vs. ×砂漠の大規模農業開発 
 
＊湯本貴和－「熱帯雨林」 
 植林が成功しただけでは熱帯雨林が再生したとは言い難い。動物や微生物が住んで
いて様々な相互作用を及ぼしながら、存続してこそ、生きた森林の姿であり、そうし
た環境の中だけで、熱帯雨林は自らを更新し、そこで生きる生物は進化を続ける事が
出来るのである。これまでの現代文明は、自然と対決し、自然を征服していく文明で
あったかもしれない。熱帯雨林の再生に向けられるべき膨大なエネルギーは、自然と
協調し、共存するという明確な意志を持った新しい文明の創造につながると考えたい。 
 
＊藤森隆郎－「森との共生」 
 地球生態系を逸脱しない、資源循環型の社会システムの構築が不可欠である。循環
型社会の構築には、生態系における生産、消費、分解のシステムを基本的に尊重すべ
きである。例えば、材木であれば、光合成によって生産され、動物によって部分的に
消費され、腐朽や燃焼によって分解される。それに対して、プラスチックのように自
然になかった物質を人間が作った場合は、確実に回収され、安全に分解される技術と
システムを備える責任がある。 
 循環システム 

 森林生態系 
木 材：建築材､エネルギー材･･･適度な森林管理技術により持続 

   水  ：降雨の保水･･･蒸散･･･降雨条件維持 
            ･･･洪水防止､河川流量の平準化 
            ･･･砂漠化予防(6 万 km2/年の砂漠化)  
       水質保全 ･･･下流域の農業､漁業 
  
＊Edward O. Wilson,－ “ The Diversity of Life “  
１．自然環境と、そこに生きる生物とが、長い進化の過程を経て、いかに複雑で多様

なかたちと機能を持つようになってきたか。 
・先史以来今日にいたるまで、生物絶滅の最大原因は過剰殺戮と外来動物にあった。

現代その第 1 は生息場所の破壊であり、その次が外来動物の侵入である。 
・どんな国でも、必ず 3 種類の富を持つ。物質的、文化的、生物的富である。生物
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多様性は食物、医薬、快適さなど、まだ開発されていない膨大な物質的資源とな
る可能性を占めている。 

・他の生き物の種がより多く利用され救われるほど、私たちの種もまた安泰であり、
生産的でありうる。 

・生物医学の研究対象がひとりひとりの人間の健康であるように、生物多様性の研究
が対象とするのは、この地球上の生きている部分全ての健康と、人類にとっての
好適性である。 

 
２．第 3 世界における持続可能な開発 
・基礎的食品､住居､健康管理を保証する職業 
 （経済市場からの閉め出し､人口爆発､天然資源依存、政府の無策） 
・教育 
・熱帯雨林の開発．．．森林での木材以外の産物採取、帯状伐採 

 
３．生物多様性の喪失の懸念 
・新たな科学的情報源の喪失 
・生物資源破壊 
・医薬､作物､調合薬､木材､繊維､パルプ､土壌を復旧する植生､石油代用品その他､未 

開発の産物 
・ガイア*(母なる地球､生物の共同体であると共に､刻々過ぎてゆく時間に合わせて、 
 これら生物が維持している物理的環境を意味する)は、生物を余りに妨害すると、

その環境は不安定となり、生物にとって致命的となる。 
  * the GAIA Hypothesis (James E. Lovelock)：「地球は初めから生物に都合の良

い環境だったのではなく、生物自身が住みよい環境を作った」とする仮設。地
球とそこに住む全ての生物含めた生態系そのものが、環境を調整する役割を担
っていると考える。 

 ** ｶﾞｲｱ：ｷﾞﾘｼｬ神話の大地の女神。最初にｶｵｽ(混沌)があり、それからｶﾞｲｱ(大地) 
が生まれた。ｶﾞｲｱﾊまず､ｳﾗﾉｽ(天空)を産み､そのｳﾗﾉｽと交わってｵｹｱﾉｽ(大洋)､ 
ﾎﾟﾝﾄｽ(不毛の海)､ｸﾛﾉｽ(時)､ﾀﾙﾀﾛｽ(奈落)､ﾃﾐｽ(掟)､ﾑﾈﾓｼｭﾈ(記憶)を産み出した。 
 

＊Wangari Maathai ,What Does Mottainai Mean?  
"Mottai" is originally a Buddhist term that refers to the essence of things. It also applies to 

everything in our physical universe, suggesting that objects do not exist in isolation but are 
intrinsically linked to one another. 
"Nai" is a negation, so "mottainai" is an expression of sadness over the repudiation of the ties linking 
all living and nonliving entities. It is also a rallying cry to reestablish such bonds and reassert the 
importance of treating all animate and inanimate objects with great care. 
Practicing this concept requires making the most of limited resources and using them as efficiently 
as possible. In more familiar terms, it is very much in line with efforts to promote the "3Rs": to 
reduce waste, reuse finite resources, and recycle what we can.  
Implementing the 3Rs is the shortest path to environmental conservation. Since an appreciation of 
the concept of "mottainai" is synonymous with respect for the essence of things, it should not only 
contribute to protecting the environment but also lead to enhanced respect for human rights and 
world peace. It is a truly timely concept for modern times.               

 (By Nicole Brodeur, Seattle Times, March 16, 2006)  
（補足資料） 
 １．「温暖化ガス削減 環境税で」ジョゼフ･スティグリッツ（日経 2006-7-4） 
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２．Global Warming – Climate ( U.S. Environmental Protection Agency )  
 http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/climate.html 
 

３．Impact of Europe’s changing climate 
( European Environment Agency, No.2/2004 )－ 

http://reports.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/en 
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