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UNEPは
環境にやさしいやり方を、

世界中で、そして同時に自分たち
自身の行動の中で推進しています。
英語版は100％再生紙を使用し、
植物ベースのインクやその他

環境に配慮した手法を採用しています。
我々の方針は、流通にともなう

二酸化炭素排出量を低減することです。

この日本語版は、FSC認証紙を使用し
「大豆油インキ」を使い、ISO14001認証
工場において「水なし印刷」で印刷して
います。また、
省資源化（フィ
ルムレス）に繋
がるCTPにより
製版しています。
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気候変動に関して地球規模の合意をめざすコペンハーゲンでの政

府間会合まで、あと1年を切ったこの時期に、リーダーたちが──

かつてないほど緊急に──理解する必要があるのは、彼らが代表

する国民が本当の意味においてどれほど関心を持っているかとい

うことだ。ここに、そのメッセージを差し迫ったものとして、はっ

きりさせるのに役立ついくつかの方法を紹介する。

かっこいい

参加する：できるだけ多くの地元のデモやキャンペーンに参加す

る。莫大な量の炭素排出を必要とする開発に抗議するにせよ、地

元で育つ食材を食べる環境面での利点を人々に教えるにせよ、そ

こには数の力があり、群集が街に繰り出せばメディアが注目する。

より大きな印象を与える一助として家族や友人を巻き込もう。も

っといいのは、自分がやりたい気候変動に取り組む運動を支援す

る地元のキャンペーンが見つからなければ、自らキャンペーンを

立ち上げることだ。

もっとかっこいい

手を差し伸べる：われわれが持つ最も強力な手段は、コミュニケー

ションだ──特に仲間同士の。もしあなたが3人の友だちに言い

たいことを伝え、それぞれがまたさらに3人の友だちに連絡して

いくと、あなたのメッセージが届く人たちの数は急上昇する──

それには学校で配るチラシ、新聞記事、あるいは社会的ネットワー

クを構築するサイトや動画付きインターネットのサイトなど、何を

利用してもかまわない。

最高にかっこいい

投書する：ことわざでは「ペンは剣より強し」と言う。あなたの

地元の環境局長や国の環境大臣の名前を探して、あなたが気候変

動を心配する理由や、それについて彼らにどうしてほしいかを伝

えるための手紙を書く運動を始めよう。地域においては、それは

自転車専用レーンをもっと作ってほしいという内容になるかもし

れない。国においては、国が本当に効果に違いが出るような炭素

排出に関する制限を公約してリーダーシップを取るよう訴える内

容にすることもできる。
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クールな、

そしてもっと
クールな やり方

はは じじ めめ にに
EDITORIAL

地球の全存在物の大部分からしてみれば、われわれ人間は特

定の地域に限られた生き物です。有史以前からごく最近に

至るまで、ほとんどの人々は自分の生まれた場所から移動せず、自

分を取り巻く地域で生計を立て、廃棄物の処理もその地域に依存

してきました。貿易が発達し、文明が築かれ、民族国家が台頭し

てさえも、この状況が大きく変わることはありませんでした。いくつ

かの地域は衰退したり汚染されたりしたかもしれません──たとえ

ば古代ギリシア時代に船の建造のため丘の木々が一切なくなった

り、ロンドンのテムズ川がむき出しの下水溝と化したり──しかし

その影響はまだ局地的で、世界の他の地域へ及ぶことはありませ

んでした。

現在は、高速通信の普及──そして人口と消費両面での急激な

成長──で、そうしたすべてに終止符が打たれました。人類はま

さに地球規模の種
しゅ

に属するようになったのです。とは言え世界中

の多くの人々が、特に貧しい人たちはまだ地域に依存しているか

もしれませんが、どの個人も──そしていかなる地域社会も──

孤立することはないのです。ウォール街やロンドンの金融街シティ

の銀行家たちのふるまいによる影響は、最貧層の人たちにも感

じられます。地球温暖化に対してほとんど何もしていない太平洋

諸島の島民が、数千マイルかなたの汚染で引き起こされた気候変

動による海面上昇で、自らの家を放棄しなければならなくなって

います。アジアの煙から出たすすが北アメリカにすぐに届き、熱

帯地方で使われた殺虫剤が蒸留されて北極にまで広がり、大量

の二酸化炭素はどこで排出されようと地球全体の大気の温度を

上昇させます。

経済および環境問題は、ともにますます地球規模のものとなり、

したがって全世界的に解決されなければなりません。国連はこ

れに欠かせない存在です。発足以来35年以上もの間、国連環境

計画（UNEP）が中核となって、一連の国際的な環境法規をまとめ

上げ、オゾン層の保護から有害廃棄物の取引の管理や、砂漠か

ら海洋に至るまで幅広い諸問題にわたって政府間の協力を可能

にしてきました。しかしすべてにおいて最大の試練──地球温暖

化の抑制をもたらすこと──はまだ達せられておらず、今年はそ

れをどうするか決める重大な年です。好むと好まざるとにかかわ

らず、わたしたちは今や誰もが世界市民であり、その将来に対し

て責任を負う必要があります。

COOL & COOLER



4 TUNZA

世
界中から集まった若い環境保護者た

ちのグループは、Shakoor氏の話を

聞くかたわらで、ライトバンを運転し

てきた中年のドイツ人夫婦がごみ分別施設に車

を寄せ、一脚のソファーを車から引きずり出し、

Sperrmüll──大型ごみ──と書かれた口の開

いた大きなごみ箱に投げ入れるのを見ていた。

その一帯では他の人もごみを車から降ろし、そ

れを区分ごとに注意深く分別していた。PVC

（＝ポリ塩化ビニル）、電子機器、コルク、電話

線、植物ごみ、色違いのガラス、有害ごみ等々。

一方である人たちは、何か──植物ごみを原

料にした堆肥の袋──を持ち去っていった。

意外な新事実

それはドイツでは日常茶飯事のことかもしれ

ない。しかし見るほうにとっては意外な光景だ

った。「わたしの国では、ごみを分別する人もい

ます」と、コロンビアから来た Óscar Felipe

Saavedraは言った。「しかし、政府が政策を持っ

て人々を教育していることがその理由なのでは

ありません」。

「その違いは、ドイツでは環境に気を遣うことが

できる十分に高い生活水準があるからだと思い

ます」と、Meghna Dasはそこで観察した意見を

述べた。「インドでは、人々はガラスを色別に分

けることよりもっと大きな問題をかかえています。

しかしここでも一夜にしてこうなったわけではな

いので、わたしはいつの日か自分たちもこのよう

なシステムを持つことができればと願います」。

南アフリカから来たSimon Sizwe Maysonは、
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違った受け取り方をした。「家庭ごみからでき

る埋め立て地がまったくないことには驚かされ

ました」と、彼はしぶしぶ認めた。「しかし、3つ

のRはどうなっていますか？　そう、ここでは

リサイクルは実行されています。でもリデュー

ス（＝削減）とリユース（＝再利用）はどうです

か？　わが国ではほころびがひとつできたか

らといって、ソファーを捨てることなどありませ

ん。リサイクルは効率的ですが、それほどのも

のでもありません。それは先進諸国での過剰

消費の問題です」。

このような断固たる意見は、バイエル青少年

環境使節プログラム──バイエル社がUNEPと

提携して主催している例年の会議──では珍し

くない。この会議は、世界中から熱心で献身的

な若い環境保護者たちをドイツのレバークーゼン

市のバイエル本社に集めて開かれる。1週間の

間、彼らはバイエル社の最新の環境技術を見学

し、ドイツの市民や政府、そして産業がいかに環

境保護の促進に協同してあたっているかを一見

して、さらに情報やアイデアを交換する。

前　進

今や10年目を迎え、プログラムはたったひとつ

の国──タイ──からの若者たちを迎えた頃か

ら、18ヵ国から選ばれた50人の使節たちを迎え

るまでに成長した。ブラジル、中国、コロンビア、

エクアドル、インド、インドネシア、ケニア、マレー

シア、ペルー、フィリピン、ポーランド、大韓民国、

シンガポール、タイ、トルコ、ベネズエラ、ベトナム、

そして今年初参加となる南アフリカである。

実用主義

これまでのように2008年の代表者たちは、理

論を経験に基づかせながら、議論と活動を織

り交ぜていった。空気と水質のモニタリングに

ついての講義に続いて、ごみ焼却工場へのツア

ーが組まれ、そこで煙道の煤
ばい

煙
えん

の汚れを擦り落

とすやり方を見学し、そして国の環境機関の研

究所のボートでライン川を下り、水のサンプル

を採取する。バイエルクロップサイエンス社では

増加する世界人口への食糧供給問題について

話を聞いたのち、使節たちはBaylab Plants──

新しくオープンした教育施設──で研究衣とゴ

ーグルを着けて、米の苗からDNAを抽出した。

これは洪水への抵抗力のような特性を解析する

ために、科学者たちに許されたひとつの作業工

程である。

しかし、今年は新たな切迫感があった。「わ

れわれは、世界が重大な危機にある時にこうし

て集まっています」と、UNEP広報部長の

Satinder Bindra氏は開会の辞の中で述べた。

「ニュースは経済崩壊と食糧不足の話題でいっ

ぱいです。そのうえ時を同じくして、気候変動

にもかつてないほど世界の注目が集まっていま

す。そして、これらすべての難題は深刻かつ地

球規模で相互にかかわっているのです」。

「科学者たちの言では、氷河の溶解は今まで

になくペースを速めて進行しています」と、彼

は付け加えた。「氷河はガンジス川や揚子江の

ような河川に水を供給し、そこで文明をはぐく

み、何百万もの人たちの食糧をまかないます。

もしこれらの川がある季節だけのものになっ

環境のための実質的な行動
Implementing green
「それは努力と教育のための30年だったが、ドイツにおいてはもう埋め立て地にごみは

捨てません」と、ドイツ・レバークーゼンの市営廃棄物管理会社AVEA社のHamid

Shakoor氏は述べた。「その代わり、われわれの方針は、第一にごみを出さないようにす

ること──次に可能な限り資源をリサイクルまたは再利用することです。それ以外のも

のは焼却し、そのエネルギーを地域の暖房や電力に利用します。さらにその灰は道路建

設用にリサイクルできます」。
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グローバリゼーションと環境

たら、人々はどこへ行くのか？　作物への影響

を想像してみてください。インドや中国は世界

最大の米と小麦の生産国です。皆のパンの値

段は──あなたがたのピザを含めて──ここ

ドイツにおいてさえ天井知らずに高騰するでし

ょう」。

数の力

Bindra氏が使節たちに力説したのは、個人と

して真剣に自分たちの責任を負うこと、しかし

同時に、数には力があるのを忘れないこと──

世界の指導者たちが今年後半にコペンハーゲ

ンで国連気候変動会議において新しい協定を

作り出すために会合する際には特に、というこ

とだった。「世界で25歳以下の人口は30億人で

す。もし若者たちがともに行動することに合意す

れば、ひとつの強力なメッセージを送ることが

できます。今やこれら30億すべてが声高にその

主張を叫ぶ時なのです」。

しかし彼はまた、若者たちには政府が問題を

解決するのを待っている時間はないのだと警告

した。「今やあなたがたが単に環境によいこと

を考えるだけでなく、環境によいことを実行す

る時なのです」と、代表者たちに告げた。「あな

たがたは環境問題に取り組むリーダーとして言

葉を発し、意識向上のキャンペーンの先頭に立

ち、行動を起こし、そしてFacebook（＝米国の学

生向けのSNS）の友人50人に同じことをするよ

う頼むのです。あなたがたは知識を持っていま

す。ここはあなたがたの地球です。さあ、おそ

れずに難問に立ち向かいましょう」。

自分を高めてくれる大切な友
Material friends
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ブラジルから来たHyrla de Souza e Silva

（23歳）とペルー人のCarlos Koc（23歳）は、

2007年にバイエル青少年環境使節（BYEE）

として出会った。それ以来、二人はアイデア

や情報をわかち合ってきた・・・。

Hyrla：わたしの友人のCarlosは建築学を専

攻して卒業し、いま論文に取り組んでいます。

彼の志望は固形廃棄物管理者と一緒に働き、

自分の町のために新しい工場や埋め立て地

を設計することです。彼はペルーに住んでい

るのですが、わたしたちはインターネットのチ

ャットやメールでたくさん話をしています。わ

たしは最近、彼の論文用の情報を探す手伝

いをする目的で、ブラジルにおける廃棄物管

理について調査しました。

Carlos：Hyrlaはブラジルで工業デザインの

学位を取り卒業したばかりです。BYEEでわ

たしは、リサイクルされた材料で学校の備品

を製作するという彼女のプレゼンテーション

を聞いて影響を受けました。それ以来、わた

したちは次のプロジェクトに使う新しい材料

について情報を交換してきました。そしてド

イツで学んだことを、たとえば田舎では家屋

の断熱用に木材よりもウールを使うという事

実について、一緒に議論するのです。

BYEEに選ばれたことでわたしたちの生活

は変わり、そのことでわたしたちにとってはド

イツがいつも特別なものになるでしょう。国

境や相違点などの偏見はなくなりました。わ

たしたちは世界中から来た学生たちと出会

い、彼らとは今でも定期的に連絡を取り合っ

ています。ともにわたしたちは全員、いまだ

に誓いを忘れず、環境にとって最善のものを

探し続けています。

BYEEの経験のおかげで、わたしたちはグ

ローバリゼーションが将来への前向きな力で

あることを実感したのです。

国に戻ってみると、人々にあなたの言うことを聞かせるのはそれほど容易なことではありま

せん。しかしここで、わたしは同じ考えを共有する49人に出会い、自身のプロジェクトに関し

て多くのアイデアを得ています。いちばん驚かされたのは、世界中でわたしと同じ年代の人

たちがいかに高い意識を持っているかということです。わたしが誇りを感じたのは、各自が同

じ理由で行動していることです。今後、皆と連絡を取り続けるかですって？　もちろん、100

パーセント。

Rohit Pansare、インド出身
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「政府よ、ヒーローたれ！ 温室効果ガスをゼ

ロに。市民に道を示しなさい。一緒により良

い毎日を作ろう！ わたしたちの地球から障

害を取り除くのに決して遅すぎることはな

い」。そう言うのは2008年度UNEPとバイエ

ルの国連子供環境ポスター原画コンテストの

優勝者、14歳のGloria Ip Tungだ。

彼女はひとりではない。グローブスキャン

社（GlobeScan）がUNEPのために実施した

調査によれば、世界中の若者たちがリーダー

たちに望んでいるのは、気候変動と取り組む

ために「どんなことでも何でもする」、それも

今すぐに、ということだ。

ブラジル、インド、ロシア、南アフリカ、そ

してアメリカ合衆国の12～18歳たちへの調査

でわかったのは、そのすべての若者たちの

97％が、気候変動の原因への対処とその影

響の緩和に向けて主要な対策の数々が取ら

れるよう望んでいることだ、それも早急に。

その3分の2近くは、世界のリーダーたちがこ

の問題について十分なことをしてきたとは思

っておらず、かなり期待が持てるのは、優に

89％が「自分のような若者でも気候変動の取

り組みに違いを生み出すことができる」と感

じていることだ。

「この調査はとても強いメッセージを伝えて

います」と、世論調査を実施したグローブスキ

ャン社副社長のChris Coulter氏はコメントし

た。「そして、若者たちの意見が世界のリーダ

ーたちによって必ずしも十分代弁されていな

いがゆえに、それが重要なのです」。

団結して戦う Unite to fight

調査は国際連合の「気候変動と戦うために

UN（国連）と一体になって」というキャンペー

ンが2008年11月に発足する直前に実施され

た。そのねらいは、2009年12月に気候変動会

議のためデンマークのコペンハーゲンに世界

各国の政府が集まる時に、京都議定書の期

限満了後に発効する包括的な地球気候に関

する協定に、圧倒的な支持を打ち立てること

だ。「われわれにはCO2排出量を安定化させ

るのに、ちょうど7年残されています」とUNEP

のアッヘム・シュタイナー事務局長は述べた。

「そして恐るべき事実は、過去7年の間に、こ

の排出量は歴史上どの時代よりも急速に増加

していることです」。

「わたしの願いは、みんなが環境を大切に

することです」と、英国から来た13歳の

Charlotte Sullivanは言った。そこは国連本

部でのコンテスト作品から選ばれた絵画展の

会場で、それらの絵画は気候に関する会合や

会議場をめぐった後、コペンハーゲンでの交

渉とともに最後を飾る。

「絵画には、地球環境への理解と協力を引

き出す可能性があると信じます」と、タイから

来たNetpakaikarn Netwong（14歳）は言った。

「植樹でCO2が減ります。バイクや公共交通機

関の利用で大気汚染が減り、エネルギーの節

約になり、より良い世界のためになります」。

メキシコから来たLaura Paulina Tercero

Araiz（10歳）は、同様に決意していた。「わた

しの絵を通して、世界のリーダーを含むすべ

ての人たちに、太陽の利用を促進して地球温

暖化を止めたいというわたしの希望や強い願

いを伝えたいと思います。なぜなら太陽は強

力でクリーンで、実際に終わりがないからで

す。もしわたしたちが望めば、それは日常の

エネルギー源になることができます」。

「世界は現在、年長者の手中にあります。し

かし未来は若者たちの手に、心に、そして想

像力にゆだねられています」と、シュタイナー

氏は述べた。そこでは絵画展示と組み合わ

せて、そのうち25作品のオークションが行わ

れ、気候関連の災害に見舞われた子供たち

のためのUNICEFのプロジェクトに25,000米

ドル以上が集まった。「25歳以下の世代が人

口の半数を占める中、オークションは若者た

ちの世界における将来の見通しを伝達する

一つの方法です。そして今後10年間にわたっ

て、毎年1億7,500万の子供たちが、おそらく

気候変動で誘発される自然災害の影響を受

けるのです」。

若い芸術家のひとり、マルタのAndrew

Bartoloは、この場で自らの懸念を付け加えた。

「ぼくはまだ15歳ですが、その人生のとても早

い時期に、こんなにも多くの子供たちがすで

に気候変動の影響を受けているのです」と彼

は言った。彼自身の絵は、浜辺から移動して

冷蔵庫の中に住もうとしているペンギンたちを

描いている。そして彼は説明した。「ぼくの絵

はおもしろい視点に立っています。示してい

るのは気候変動のために移住しなければな

らなくなったペンギンです。しかしこうした状

況は人々にも影響を与え、人間たちもまた、

自分たちの住まいをあとにせざるを得なくな

るでしょう」。

気候変動と戦うためにUN（国連）と一体になって
N
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わたしはTUNZA青年諮
し

問
もん

委員会メンバーとしての活動を通じてこの会

議を知り、青年、環境および平和に関する勉強会を率いるために招かれ

ました。

38ヵ国からの150人以上の若者たちは、多くの地理的、文化的、言語

的な背景を持って集まり、その中にはエジプトのバハーイー教徒、イスラ

エルのユダヤ教徒、ドイツ、チュニジア、イラクのムスリム（＝イスラム教

徒）、ケニア、ウガンダ、イラク、ヨルダンのキリスト教徒、英国のゾロア

スター教徒、インドのヒンドゥー教徒や仏教徒、そしてラテンアメリカと北

アフリカのTU N Z A青年アドバイザー

Margaret Koliは、インドの西ベンガル州マヤ

プールにおける宗教連合期成会（URI）世界会合

について報告する。
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国々を結びつけて
UNITING NATIONS

世界の行政をつかさどる人々は、1972年に

ストックホルムで環境の将来を熟考する初めて

の会合を持った。この国際連合人間環境会議が、

UNEP（国連環境計画）の創設を先導した。そ

の目的は、「未来の世代の生活の質を損なうこ

となく国々や人々の生活の向上をはかるよう、

彼らを激励し、情報を提供し、そして彼らがそ

れを実現するために、自然環境保護への協力関

係を推進し、その分野におけるリーダーシップ

を発揮すること」である。

UNEPの初期の目標のひとつは、環境を保護

する国際法を他に先がけて制定することで、何

よりもいまその大部分が達成されてきた。

それは地中海沿岸に位置するバルセロナ市で

始まった。そこで地中海を囲む国々は──昔の

敵同士も含め──共同して環境汚染と戦い、海

を保護することに合意した。1976年のバルセ

ロナ条約は、それがきっかけとなって世界の海

洋の大部分を含む一連の他の地域協定を招い

た。現在、140ヵ国以上がUNEPの主導で設立

された13の地域海洋計画に参加している──

そして四半世紀前に開拓されたこのアプローチ

は、環境のすべての分野を包括するために広が

った。

アメリカの土着の信仰を持つ若者がいました。

代表者たちは、若者が現在直面している多くの問題──争い、失

業、貧困を含む──について、歌、ダンス、勉強会、美術作品や討論

を通じて、それらすべてを信仰に対する自らの経験に基づいてお互い

に伝え合いました。しかし議論が深まるにつれて、必然的にわたした

ち全員がもう一つの共通の懸念である環境問題、特に気候変動に直

面していることがわかりました。

環境の議論は自然に起こり、宗教が原因の紛争終
しゅう

焉
えん

に向かって努

力するために招集されたこの会議の議題に、ぴったり当てはまりまし

た。何といっても環境に関する主題はすべての宗教的表現の中に見

つけることができ、環境の管理はほとんどの聖典の中で教えられてい

ます。多岐にわたる信仰のしきたりには、いろいろ神聖な慣習があり、

それは森で祈ったり、川辺でいけにえを捧げたり、聖なる土地に捧げ

物をしたり、薬草を用いたり、そしてすべての生きものに敬意を払っ

たりします。たいていの宗教書や聖典は、環境に配慮し愛情を持って

扱う必要性を述べています。多くの宗教指導者たちは、環境保護を

唱道し、気候変動と戦う緊急の必要性を強調しています。

わたしが率いた勉強会の間、若いリーダーたちは世界環境の厳し

い状況を訴え、自分が属する地域社会でその違いを出したいという

強い気持ちを披露しました。インドから来た若者たちは、特に都市で

の騒音や大気汚染の増加の影響をこうむっています。環境と密接な

つながりを持つラテンアメリカやカリブ海諸島の先住民の若者たち

は、祖先の土地が劣化するのを懸念しています。アフリカの若者たち

は気候変動が食糧供給、マラリアの増加、海面上昇などに及ぼす影

響を心配しています。そしてアメリカ合衆国の若者たちは、バラク・オ

バマが大統領として出した「気候変動に関するアメリカのリーダーシッ

プに新しい一章を記す」という声明を支持しています。

わたしたちは希望のシンボルとして、そしてカーボンフットプリント

削減に向けた一歩として、一本の木の植樹を行って勉強会を締めくく

りました。

展示された絵画：
上段：Andrew Bartolo、マルタ
中段：Gloria Ip Tung、中華人民共和国香港

特別行政区
下段：Laura Paulina Tercero Araiz、

メキシコ
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金
融の混乱、衰える産業活動、大量

失業という不安材料、土壌の劣化

や干ばつによる収穫の悪化。新し

いアメリカの大統領は、change（変革）を公

約のひとつに掲げて圧勝し、政権についた。

それは1933年のことで、ルーズベルト大統領

はニューディール政策を発動して失業者に職

を与え、ビジネスや金融に関する慣行の数々

を改革し、景気回復を確実なものにした。

「多くの点で、われわれは似た立場にある。

しかし今回は地球規模だ」と、ドイツ銀行の

Pavan Sukhdev氏は語る。彼は生態系と生

物多様性の経済学（TEEB）研究のリーダー

でもある。「過去50年にわたる驚異的な経済

発展は、同時に環境の悪化を加速させるも

のだった。世界全体のGDPは1981年から

2005年の間に2倍になったかもしれないが、

世界の生態系の60％が劣化するか、あるい

は持続できないやり方で利用されてきた」。

「投資は、まもなく世界経済圏内に戻り多

量につぎ込まれるだろう。問題は、それが古

い昨日までの利益抽出型の短期経済なのか、

Q.持続可能な開発にとって、グローバリゼーションの欠点と利点は
何でしょう？

A.原則的にはグローバリゼーションは、それが皆のために繁栄と公
正をめざすなら、持続可能な開発を達成するのはもっと容易なは

ずだ。しかし、もしそれが自身の持つもくろみを前面に打ち出そう

とする影響力のある国や大きな企業によって牛耳られるなら、そ

の時は地域社会や国家間、またはその内部で不平等が生じ、より小

さくより弱い国が傷つくことになるだろう。

Q.グローバリゼーションと、今わたしたちが直面している経済、食糧、
燃料などの危機との間には、どんな関係がありますか？

A.石油価格や生産コストは、世界の食糧供給や食品価格に非常にか
かわりのある肥料や農薬の価格に影響を与える。そして産業社会

における消費の低迷は、中国やインドの工場や作業場に打撃を与

え、同様に、それがたとえアフリカ、アジア、ラテンアメリカ、あ

るいは中東のどこであろうと、石油、木材、鉱物の生産者たちに影

響を与える。しかし、おそらくこうした危機が引き金となって人々

は、ことに先進国の中で世界的な経済成長に与えられた絶対的な

優先課題を再評価するよう仕向けられることになるだろう。

Q.各国政府が会合を持つのは、国々がいかに環境問題と取り組むべ
きかについての共通の政策を作り出し、それを、国々が独自の方

法で実行できるようになった時にひとつのガイドラインとして機

能させるためですか？

A.UNEPの管理理事会（GC）とグローバル閣僚級環境フォーラム
（GMEF）は、重要な、そして新たに持ち上がった環境問題を討議

して見直し、政策の助言と適切な勧告を決めるための場を各国政

府に提供する。

Q.グローバリゼーションは、わたしたちの時代に起こっているひとつ
の変化ですが、もし可能であるなら、一体どのようにして環境問題

の解決を助けることができますか？

A.グローバリゼーション──知識、医薬品、商品、そしてサービスの
普及──は、世界そのものと同様に古くから存在する。しかし、エ

ンジン開発からインターネットに至る技術が、その範囲と潜在能力

の両面を広げた。保健医療サービスのグローバリゼーションが膨

大な数の人々の生活を改善したように、情報技術が環境にとって

緊急になすべきことを広く知らしめ、そして解決策や最も効率的

な方法の実例を共有することで、われわれ皆が能力を向上するこ

とができる。

Q.最近の経済危機は、先進諸国の環境政策にどんな影響を与えるで
しょうか？

A.危険なのは、経済危機によって政府が自らの環境政策の規模を縮
小することが問題で、ひいては経済危機の後を追うようにして、よ

り規模の大きな環境危機を引き起こすことにある。それとは対照

的に、世界的なグリーン・ニューディールは、両方の危機に同時に

焦点を当てる。力づけられる例としては、たとえば欧州連合の指

導者たちが温室効果ガスの排出を2020年までに20％削減し、エ

ネルギーの消費を20％カットし、そして全エネルギー消費に占め

る再生可能エネルギーの比率20％を達成するという初期の公約を

実行する予定である。

あるいは貧困層と富裕層に平等に多様な経

済的機会を生み出しつつも、多様な難題を

処理していこうとする新グリーン経済なのか

ということだ」。

世界の自動車産業は年間収益1兆9,000億

ドルを上げ、440万人を雇用している。鉄鋼

産業は5,000億ドルを生み出すためにさらな

る450万人を雇用している。しかし世界の10

万ヵ所にのぼる保護地域では、毎年自然を

生かした商品やサービスで約5兆ドルを生み

出すが、150万人しか雇用していない。

「とどのつまりがこういうことだ」と

Sukhdev氏は言う。「もしわれわれが1日2ドル

以下で暮らしている26億の人たちの生活を

向上させようとしたら、彼らにもっと多くの自

動車やテレビやパソコンを作らせるのだろう

か？　それとも保護地域のネットワークに投

資して、環境に良い、一定水準の、そして持

続可能な仕事ができることを十分考えるのだ

ろうか？」

UNEPが推進し、Pavan Sukhdev氏ととも

に現在取り組んでいるグリーン・ニューディー

ルにおいて、大量の雇用を創出するために世

界経済に再び目を向けさせようとする手段とし

ては、資源とエネルギー節約型のビルや建物

を増加し、巨大都市で最新の公共交通手段

の利用を拡大し、太陽、風、波、地熱や生物

体の持つエネルギーを拡大し、持続可能な化

学物質や廃棄物管理産業をかなり利益の上

がるものとして推進したり、そして農業を持続

可能な形に戻すなどの方法がある。

世界で最高に頭の切れる企業家の多くは、

すでに確信している。1970年代に半導体事

業拡大をリードし、1980年代のバイオテクノ

ロジー革命、そして1990年代のドット・コム産

業ブームに沸いたカリフォルニアのシリコ

ン・バレーは、今や心から環境に負荷を与え

ない成長に取り組んでいる。「インターネット

を思い起こして見て？　環境にやさしい技術

がより成長している」と、おそらく世界で最も

影響力のあるベンチャー・キャピタリストの

John Doerr氏は言う。「これは21世紀最大の

ビジネス・チャンスになるかもしれない」。

グリーン・ニューディール The Green New Deal

Q & A TUNZAが答えよう
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グリーンな成長
Green growth
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多
くが、かつて環境対策によって人

は職を失うと考えたものだった。

今でもそう信じる人は多い。それ

はいつの時代においても誤った見方だ──

しかし今それは明らかに、真実とはほど遠い。

というのは、かなり多数の企業や政府が、環

境に携わる仕事は将来の成長分野であり、こ

の半世紀以上にも及ぶ最悪の景気後退のさ

なかにあって、仕事を創出し、繁栄を取り戻

すための最上の希望につながるものだと認

識するようになってきたからだ。

すでにそうした仕事は数百万もある。国際

労働機関（ILO）の報告によれば、再生可能

エネルギーの分野では石油生産および精製

でより多く──全世界で230万──の職が存

在する。そしてそれらの半数は途上国にあっ

て、中国だけでも60万人が太陽熱温水器の

製造と設置に従事している。

同様に、100万人のアメリカ人が廃棄物を

リサイクルする仕事についており、メキシコ

では150万人が植林と森林管理に雇用され、

土壌や給水の保全に携わっている。世界で

広がる再生可能エネルギーへの投資は、

2004年から2007年の間で4倍以上になり、さ

らにクリーンテクノロジーは今やアメリカ合

衆国で3番目に大きな規模（IT及びバイオテ

クノロジーに次ぐ）のベンチャーキャピタル

（投資ファンド）を呼び込んでいる。

これは実際に見込まれる見えない数字に

比べれば、ごく一部にすぎない。ILOの補足

説明によれば、再生可能エネルギーへの事

業投資は2030年までに少なくとも別途2,000

万の職を創出し、その上さらに1,200万がエ

ネルギーと産業用に使われるバイオマス生

産のために創出される見込みだ。建物のエ

ネルギー効率の改善は、合衆国とヨーロッパ

だけでもさらに200～350万、そして世界中で

数千万の職を創出する。メキシコにおけるよ

うな世界の劣化した生態系の回復のために

は、地球全体で数億もの雇用が生まれるか

もしれない。

事実、環境技術やそれを実際に使用する

業務への投資は、従来型の事業分野に投資

される場合よりも、1ドル、1ルピー、1ユー

ロ、あるいは1元につきはるかに多い職を生

む。再生可能エネルギーは、化石燃料から

エネルギーを得るのと同じ投資額で、3～5

倍の雇用を生む。廃棄物のリサイクルは、そ

れを地面の穴に捨てるより10倍の人々に仕

事を与える──さらに、小規模の有機農場は

大規模な集約型農業よりはるかに雇用を生

みやすい。

景気後退が深刻化するにつれ職を失う人

が数百万にのぼる中、単に失業者数を減ら

すためではなく、経済を立て直してその成長

を復活させるための仕事がこれまで以上に

もまして必要になるだろう。そこで地球の長

期的な将来のためだけでなく、今そこにある

危機に対処するため、政府はいっそう環境対

策の重要性に目覚めるだろう。

そしてもちろん、ある意味では、環境危機

が進むにつれて、ほとんどすべての将来性の

ある仕事は環境に関するものになるだろう。

農民たちは土壌が浸食するにつれて、やむを

得ず土地の保全のために今まで以上のこと

をしなければならなくなり、建設作業員たち

はしだいに省エネ型の家を建て、建築家はそ

の型の家を設計するようになるだろう。技術

者や組み立てラインの労働者たちは、より環

境にやさしい家電や自動車を作るようになる

だろう。企業経営者は、利益が環境保全から

くることがわかるだろう。政治家や報道関係

者は、自分たちが携わっている世の中を理解

するには環境の知識に通じることが必須とな

り、法律家は環境関連の法規にますます精

通しなければならず、そして会計士はしだい

にcarbon（炭素）を通貨の単位で取引する方

法を学ぶだろう。



若者たちは、おそらく環境への懸念がつきま

とう限り環境運動に参加してき

ました。彼らは自分たちが一番失うものが多いことを認識しています。

しかし今や──インターネットのおかげで、Facebook（＝米国の学生向

けSNS）、MySpace（＝米国MySpace社が運営する音楽を中心とした

SNS）、ブログ、ウェブサイトなどで即座に通信でき、情報が瞬時に広が

る──集団的な気候変動活動は、若者たちも国際的な環境管理に参

加を許され、あふれんばかりの状態です。

若者たちは、1992年のリオ地球サミットでも存在感を発揮しました。

それ以来ずっと、彼らは自分たちの声を聞いてもらうために手だてを見

つけて、国連の気候関連会議に出席してきました。それは慣例的に計

画されていないので、ほとんど後をたどられたり評価されたりしていま

せん。しかしわたしたちの知る限りでは、世界中で500人を超える若

者たちが、大部分は自費でポーランドのポズナニにおける最近の気候

変動会議へおもむきました──そして少なくとも同数の若者たちが、12

月のコペンハーゲンでの重要な話し合いに出席するでしょう。

それぞれのイベントにおいて、そのつど異なる団体や人々が、会議

の始まる前の週末に若者たちの集会が持てるよう進んで手助けしてい

ます。若者たちの作戦会議は毎日行われます。わたしたちは特定の問

題──京都議定書や気候条約のような──に焦点を合わせて委員会

を作ります。そして会議場の至るところに広がって、あらゆる会議を観
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「わたしはそれを切り抜けてゆく」‘I’LL LIVE THROUGH IT’
ツェー・キャロン　BY ZOË CARON

D
a

n
ie

l 
A

b
ri

e
l/

D
a

lh
o

u
s
ie

 U
n

iv
e

rs
it

y

察し、あらゆる問題を追跡します。毎日デモを実施し、わたしたちの代

表は国々の代表団とミーティングを持ちます。そして刻々、世界の仲間

たちにブログで状況を知らせます。

若者たちの代表団は、これまで他の団体が入れないところで政府関

係者と会うことを許されてきました。そしてわたしたちが耳にしたとこ

ろでは、2005年のモントリオールでの影響力の大きい気候交渉で深夜

に突破口が開かれたように、考え方や決定の変化は、若者たちの出席

による圧力なしには起こらなかっただろうということです。ロイター、ニ

ューヨークタイムズ、そしてアルジャジーラなどのメディアでさえも、これ

に気付き始めています。

若者たちの運動は、不利な点もあります。たとえば世界の舞台での

経験不足や情報源へのアクセスのレベルが異なる点などです。しかし、

わたしたちには長年のわだかまりもなければ、政府、産業あるいは他

の団体との後ろ向きのかかわり合いもありません。わたしたちは気候

変動の原因について思い違いをしているわけでもなく、新しい情報や

可能性のある解決策について心を開いています。テクノロジーに気軽

に接することで、その能力を十分に引き出すこともできます。そしてお

金も組織構造も持たないので、創意をこらし機略に富まざるを得ませ

ん。つまりわたしたちの最大の源泉は、お互い同士なのです。

しかし若者たちの包括的な利点は、「これでうまくいく、そうなるに違

いないから、それを切り抜けてゆくつもりだから」と、大声で叫ぶ言葉

に見られるまぎれもない楽観性です。

わたしたちはその勢いを感じることができます。若者たちのエネル

ギーは、他のどんな力よりも早く環境活動を変化させつつあります。す

べての矢印が前を指すようになり、この活動は独自の新たな出発をしま

す。いちばん良いのは、わたしたちが自らの手で、そして自らのために

やっているということです。わたしたちが求めるのはただひとつ、参加

して下さいということです。

TUNZA

ツェー・キャロン（Zoë Caron、23歳）は「It's Getting Hot in Here（IGHIH＝暑くなってきた）」の寄稿編集者だ──これは

2005年秋に発足した地球温暖化に関する若者向け特報サイト（www.itsgettinghotinhere.org）で、今や気候関連ブログでは

トップ3のひとつであり、環境問題に関する情報資源、成功談、ニュースなどを共有するための中継拠点である。8ヵ国からの

160名の寄稿者たち──高校生や大学生から若い専門家たち──を擁し、このIGHIHは毎日ウェブに掲載され、オランダ語、

フランス語、スウェーデン語、ドイツ語、そしてロシア語版を載せるほど拡大している。ツェーはまた、単行本『Global

Warming for Dummies（＝サルでもわかる地球温暖化）』の共同執筆者でもある。

参加したいですか？

下記のリンクをいくつかチェックしてください。

UNEP TUNZA www.unep.org/tunza/youth/

Australian Youth Climate Coalition 
www.youthclimatecoalition.org

Chinese Youth Climate Action Network
http://groups.tigweb.org/CYCAN?langrand=792807424

Solar Generation www.solargeneration.org

African Youth Initiative on Climate Change www.ayicc.org

Canadian Youth Climate Coalition www.ourclimate.ca

Energy Action Coalition www.energyactioncoalition.org
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太陽の破壊的な紫外線からすべての生命を

守るオゾン層の保護のため、環境法規が果た

せる役割は大きい。UNEPは、その脅威が十

分認識される前の1977年にこの問題の研究に

着手し、対策の枠組みを1985年のウィーン条

約に織り込んだ。

2年経って南極の巨大なオゾンホールが発

見されたのち、世界の各国政府はモントリオー

ル議定書を通じて有害な化学物質の抑制に着

手した。これはしだいに強化され、今やオゾン

層破壊物質の95％が段階的に除去された。前

国連事務総長コフィ・アナン氏の表現によれ

ば、「おそらく今までで最も成功した唯一の国

際協定」であり、効果として2050年までに

2,000万人を皮膚がんから、1億3,000万人を白

内障から救い、のみならず人類の免疫システム、

野性生物、そして農業への被害を防いだ。

この議定書は、オゾン層破壊物質がまた多

くの場合、強力な温室効果ガスだったため、地

球温暖化への最も有効な国際対策でもあっ

た。ある推定によれば、このおかげで気候変

動を12年遅らせることができたという。CO2や

その他の温室効果ガスの原因と取り組む活動

の協定が、より困難であることがわかってきた。

最初のステップは1992年の国連気候変動枠組

条約（UNFCCC）だったが、そこには義務的な

目標や強制的な措置はいっさい含まれていな

かった。5年後、京都議定書ではこの点の修正

に着手したが、その目標──2008～2012年ま

でに先進工業国で温室効果ガス排出を5％削

減すること──はあまりにもひかえめだったこ

とが明らかになった。各国政府は2009年12月

のコペンハーゲンにおける交渉を頂点に定め

て、現在新しい協定に向けて作業中である。

UNEPはまた、もう一つの地球規模の問題、

砂漠化について1977年に検討を始め、1992

年に画期的な砂漠化防止条約の締結にこぎつ

けた。これは総合的なアプローチの観点から、

持続可能な開発をめざす地域の行動に重点を

おいたものである。

グローバル
で 行 こ う
GOING GLOBAL
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50ヵ国から500人の若者──高まりつつある青年の気候に関する運動のメンバーたち

──が、2008年12月にポーランドのポズナニでの国際的な気候対策交渉で進展を図るた

めに集まりました。インドの青年代表団の一員として、こうした会議に初めて参加したわ

たしは、わくわくしていました。

代表団のもう一人のメンバー、Deepa Guptaは代表たちに語りました。「ガンジス河口のシ

ュンドルボン（the Sundarbans）に住む人たちは、1年以上も塩水を飲んでいました。作

物は壊滅し、魚は死んでいきました。この交渉には、ある人たちの生存がかかっている

のです」。

青年政治戦略チームは、その「プロジェクト・サバイバル！」にこのテーマを取り上げまし

た。わたしたちは誓約文を作りました。「下記署名者は、わたしの代表団が、すべての国

と民族の生存を保護するような地球気候条約に専心することを誓います」──そして80

ヵ国以上の代表者たちの署名を集めました。その中にはラジェンドラ・パチャウリ博士、

ニコラス・スターン氏、そしてティム・フラネリー氏などの権威者も含まれています。

わたしたちは世界のリーダーたちに、若者は持続可能な未来への旅が脱線しないよう

守る決意をしていると伝える努力をしています。わたしたちは代表たちに告げました。「コ

ペンハーゲンへの列車はすでに動き出していて、若者はそれに乗車しているのです」と。

そして尋ねました、「あなたがたはどうですか？」と。国連気候変動枠組条約（UNFCCC）

のイヴォ・デ・ボア事務局長は、わたしたちが今にも“何か素晴らしいこと”をしようとして

いると告げて励ましてくれました。わたしたちはたった今始めたところです。

RUCHI JAINは政治学の卒業生で、インドの青年気候ネットワーク、ムンバイ市

のコーディネーターを務め、2007年TUNZA国際青年会議に出席した。彼女は

TUNZA青年アドバイザーであるCaitlin MacLeod（カナダ）、Sara Svensson

（スウェーデン）、Anne Walraven（オランダ）とともにポズナニ気候会議に赴いた。

サバイバルは譲れない
Survival is non-negotiable

BY RUCHI JAIN
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世界的な金融危機については周知のことだが、専門家は差し迫ったエコロジカルな信用危機を警告している。問題は、われわれが地球の再

生可能な天然資源を、補充が追いつかないほど速く利用していることだ。1961年に人々が初めて自らのエコロジカルフットプリントの評価を開

始した時には、ほとんどの国が自身の“生物生産力（biocapacity）”（上図参照）以内で生活していた。つまり生物資源（きれいな空気、淡水、森

林、海洋、土壌、そしてそれらがもたらすもの）について言えば、自分たちの国境内で利用できる量より少ない消費だった。当時、人々はそこ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 地球の使いすぎ

買うことと売ること
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1961年の生態学的な負債と債権

トップ20の貿易相手から欧州連合（27ヵ国）への輸入

生態学的債権──
国の生物生産力が：

■150％以上そのフットプリントより
大きい場合

■100～150％そのフットプリントより
大きい場合

■50～100％そのフットプリントより
大きい場合

■0～50％そのフットプリントより
大きい場合

われわれが買う、食べる、着る、燃やす、

そして使う、そのすべては地球の再生可能な

天然資源に頼っている。食べる、あるいは着

るものを作る植物、たとえば綿花は、淡水と

土壌からの栄養分を必要とする。食物（果物

や木の実）、繊維（紙）、建築材（木）、そして

燃料（木や炭）を与えてくれる樹木について

も同様のことが言える。一方、われわれが肉、

繊維（ウール）、獣皮（革）を得る動物たちは、

成長するために植物や水を必要とする。そ

してわれわれ同様、すべてがクリーンで汚染

されていない空気を必要とする。これらの

資源はグローバル・フットプリント・ネットワ

ーク（GFN）およびWWFによって評価され、

“生物生産力”として表される。

国のエコロジカルフットプリントは、その国

民──あなたやわたし──によって消費され

欧州連合（27ヵ国）からトップ20の貿易相手への輸出

全輸入／輸出地図の色別

■2,500万グローバル・ヘクタール以上

■1,000～2,500万グローバル・ヘクタール

■500～1,000万グローバル・ヘクタール

■100～500万グローバル・ヘクタール

■100万グローバル・ヘクタール以下

■データ不足
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（資料：WWF『生きている地球レポート』2008年版）

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Consuming the planet

Buying and selling

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

にあったものの約半分を利用していた。現在までの年月の間、世界の人口は倍以上に増えたが、われわれのフットプリントはそれ以上に速く上

昇してきた。二番目の地図は、現在のわれわれの状況を示している。そしていかに多くの国々が“生態学的負債（ecodebt）”の状態に陥ってい

るかがわかる。1980年代以降、人類は全体として、地球ひとつ分以上の再生可能な資源を利用してきている──推定では2030年代までに、わ

れわれはライフスタイルを維持するために地球ふたつ分に相当する資源を必要とするだろう。そんな状態は続けられない。

2005年の生態学的な負債と債権

生態学的負債──
国のフットプリントが：

■生物生産力より150％以上
大きい場合

■生物生産力より100～150％
大きい場合

■生物生産力より50～100％
大きい場合

■生物生産力より0～50％
大きい場合

た資源と生み出された廃棄物で構成される。

われわれが食べ、使い、捨て去ったすべて

のものは地球の生物生産力を表す──われ

われが住む国境内からのものでも、他の国

からのものでも。一人、一地域、または一国

あたりのフットプリントと生物生産力は、グロー

バル・ヘクタール（世界平均の資源生産能力と

廃棄物吸収能力を持つヘクタール面積）で計

算される。

ここに掲げた地図は、世界の製造拠点で

ある中国と、全体としてとらえれば世界最大

の経済圏である欧州連合（EU）を例にとり、

そこへ出入りする生物生産力の取引の流れ

を示している。1961年に各国間で取引され

たすべての品物とサービスのフットプリント

は、人類の総エコロジカルフットプリントの

8％だった。2005年までにこれは40％以上上

昇し、各国が自分たちの消費傾向や好みを

保つため、ますます他国の生物生産力に依

存していることがわかる。より豊かな国々で

は消費するすべての資源の約60％を輸入し

ているが、一方、より貧しい国々ではわずか

15％ほどしか輸入していない。

トップ20の貿易相手から中国への輸入

中国からトップ20の貿易相手への輸出
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F
a c e b o o k（＝米国の学生向けS N S）の検索機能に

“environment”の語を入力すると、500以上のグループ名が飛

び出てくるが、その多くは若者たち主導のものだ。「国際青年

気候運動」も、そして「ECOシンガポール」や「カリブ海青年環境ネット

ワーク（CYEN）」もここに出てくる──2007年TUNZA国際青年会議の

代表たちやバイエル青少年環境使節（BYEE）は言うまでもない。

UNEP、WWF、Sierra Club（＝米国に本部を持つ自然保護団体）を含

む定評のある組織が気付いたのは、Facebookに定着しているのはほ

とんど若者であること、そしてこのサイトがすでに支持を集めるに足る

存在感を確立している事実だ。

Facebookの強みは、信頼のおける友人たちに許可を与える手続き

を介してアクセスする人の制限を可能にし、皆が速く容易に情報を共

有できることだ。それにはウェブメールとチャットが含まれるが、個人

的な掲示板もあって、ニュース・クリッピング、興味深いウェブサイト、

ビデオ、写真、その他が掲載されている。

開設者はMark Zuckerbergで、ハーバード大学でコンピューター工

学を学んでいた19歳の時にこのアイデアを思いついた。彼は

Facebookとして知られていた大学の学生名簿のオンライン版が欲しい

と思ったのだ。ハーバード大学側はできないと言ったが、Zuckerberg

はテンプレートを作って学生たちに詳細を書き込むよう働きかけた。2

週間もしないうちにハーバードの学生の半数が登録し、その後、スタン

フォードやイェールのような他の大学もサイト上にスペースを設けてほ

しいと言い出した。3ヵ月経たないうちに、Zuckerbergと彼のルーム

メート、Dustin MoskovitzとChris Hughesは、さらに30の大学機関を

加入させ、広告スペースを売り始めた。

次の夏の終わりまでに、3人組はハーバード大学を中退してカリフォ

ルニアへ移り、新しいビジネスのための資金を手に入れた。その年の

暮れまでにFacebookのユーザー数は100万の大台に乗った。それは

今や世界で最もアクセスの多いインターネットサイトの一つで、多くの人

たちがオンラインで情報交換し合うやり方を変えつつある。

James Duncan Davidson

つながるだけ
Only connect

Zuckerbergは──これまでで世界で最も若い億万長者になり──

今でも会社を発展させ続けていて、大規模な販売をめざすより原則に

こだわることに関心を抱いているように見える。「われわれの世代にと

って、インターネット上での情報の流れは重要な話題だ」と彼は考えて

いる。「われわれの問題解決能力はほとんどの場合、他の人たちと情

報交換する能力、そしてアイデアを共有する能力で限定される」。

Facebookの最大の力は、キーワードを使って検索することで共通

の興味を持つ仲間が互いに得られるという方法から来ている。アン

デス山脈にいる誰かが地球規模の氷の融解に関心を持つアラスカ州

民を見つけ、それが自分たちにどんな影響をもたらしているかをメモ

やビデオ、あるいは写真で比較し合うことだってできる。Facebookの

ユーザーは、誰でもどんな題材についてもグループ──対話式の掲示

板──を作ることができる。個人経由でいやおうなしに情報を急激に

拡げる──いわゆるバイラル効果（＝広告などを見た人が他人にも見

せたくなること）が得られるのだ。

Facebookは行動主義を推進する潤滑剤となり、若い環境保護主義

者たちにとって恩恵となった。「つながることはとても重要」と、北東

アジア青年環境ネットワーク（NEAYEN）の事務局を務め、UNEP韓

国委員会で働いているHyunJin Jeonは言う。「Facebookができる前

は、国際的な青年会議やイベントのあとで連絡を続けることは困難で

した。今ではこれを共有することが、われわれ全員の熱意を維持す

るのに役立ちます。若い環境保護主義者たちはFacebookを使って、

昨年（＝2008年）12月にポズナニで行われた気候変動会議の準備をし

ました。わたしはこのサイトを利用して、たとえばアジア太平洋地域

の世界環境デー・キャンペーンを記録したマルチメディアのクリップを

アップロードしました」。

「ぼくの目標は」とZuckerbergは言う。「この世界で何が起こってい

るかを、人々にもう少しよくわかってもらう手助けをすることだ。開放

性と情報の共有は、ともに物事を成しとげる理想的かつ実用的な方

策なんだ」。
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地球規模で考える Thinking globally

Amanda Goode

か
つて、グローバリゼーションは単なる経済用語で、市場規模の

拡大および地域のできごとを地球規模のものに変えることを意

味していました。商品とサービスの流れはおもに西から、そして

先進国から途上国経済へと向かっていました。

しかし、今やアイデアの交換がこの言葉に含まれ、その結果、他から学ぼ

うとする気持ちが湧き、あらゆる文化のドアが開かれ、そして異なる価値観

があまねく手に入ります。かつては一方的だったファッション、商品、サービ

スの流れは、今では多方向にわたります。インドの映画制作者たちが北アメ

リカのラップミュージシャンを映画の中で使ったり、西洋の音楽ビデオに刺

繍された絹の服をまとい額に入り組んだデザインをほどこしたアーティスト

が登場したりします。

グローバリゼーションの影響は、わたしたちの話し方から見て回るウェブ

ページに至るまで、あらゆるものに及びます。わたしたち若者は世界という

種族の一員になることを願っていますが──これは全世界を単調なものに

してしまう可能性があります。わたしたちはみな同じテレビ番組を見て、同

じ飲み物を飲み、そして同じファストフードを食べます。わたしはかつてド

イツのエレベーターの中で、わたしたちと同じ年頃で全く同じ服装──ジー

ンズに赤いセーターから手首につけたスウォッチまで全く同一！──を身に

つけた中国人の女の子に出会いました。

このいっせいに起こるグローバリゼーション、文化の鋭敏化、そして急速

な経済発展は、必然的に蔓延する消費優先主義を暗示しています。産業は

世界種族に参加したいというわたしたちの望みに付け込むようになって、市

場を潤すために生産を増やし、市場が今度はより多くの商品や流行を作り

出すために拡大し、わたしたちすべてが仲間に遅れずについていけるよう

にします。この消費優先サイクルの外側では人々が飢え、汚染が病を引き起

こし、動植物が姿を消しつつあることなど、きれいに忘れ去ってしまいます。

それでも情報のグローバリゼーションや国際的なコミュニケーションの発

展のおかげで、若者たちはこれまでにないほどアイデア、ネットワーク、そし

この時は35の地域にわたり320の都市や町に

住む5,000万人が参加して、明かりを消した。

シンガポールからのローバー・スカウト（＝18

歳以上のボーイスカウト）、Sijie Tanも参加し

たひとりだ。「わたしは、われわれの創始者Baden

Powell卿の教え──この世界を出会った時

より少しは良くしておく努力をしよう──を実

行に移す決心をしました。それで、世界中の

他のスカウト組織の応援と、韓国での世界ス

カウト青年フォーラムに参加した他のシンガポ

ール代表の助けで、自分たちの初のフォーラ

ムの晩餐会をろうそくの灯のもとで行うように

しました」。

Sijieの決心に刺激され、そして世界スカウト

事務局のRod Absonの支持を得て、160ヵ国

近くのスカウトが、2009年の「アース・アワー

（Earth Hour）」を見守ることになるだろう。

そして、彼らだけではない。「わたしが最初

に参加したのは2007年で」と、Sarah Bishop

はTUNZAに語った。「気候変動の意識向上を

訴えて、ブリスベーンからシドニーへの1,000

キロメートルの行程を歩くことに決めた時で

した。途中、わたしは数千人と話をして、ア

ース・アワーを喜んで受け入れる人たちの数

に圧倒されました。今でもシドニーで見た最

初のアース・アワーの光景を思い出すと、背

筋が震えます。60分の間、見知らぬ人たち

が突然つながりを持ち──わたしたちは世界

に向けてメッセージを送っていました。そし

てそれが何か特別なことの始まりだとわかっ

ていました」。

「アース・アワーの良さは」と、Sarahは付け

加える。「誰もが参加できることです──最小

の行動で大きなメッセージの一端を担えるの

です。2009年のコペンハーゲン会議が近づく

中、若者にとって気候変動について堂々と意

見を述べる時ほど緊急なものはありません。

アース・アワーは多くの機会を与えてくれます

──耳を傾け、行動を起こし、そしてスイッチ

を1回切るだけで、何百万人もの世界中の人

たちとつながりが持てるのです」。

2009年のアース・アワーは3月28日、土曜

日の午後8時半だ。目標は1,000の都市で10

億人の参加を達成すること。詳しくは

www.earthhour.orgへ。

Meghna Das（19歳）、
インド出身。
ベンガルール（旧バンガロ
ール）大学マウント・カーメ
ル・カレッジ在学中。
専攻は化学、動物学、およ
び環境科学。
2008年バイエル青少年環
境使節。
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ことの起こりは2007年3月、オーストラリア

で220万人の住民と2,100の企業が1時間明

かりを消したことだった。シドニー・ハーバー・

ブリッジやオペラハウスのイルミネーションも

例外ではない。この一斉消灯──人々に気候

変動に対する行動を促すための──は感動

を呼び、2008年3月29日に再度繰り返された。

１時間の停電
One Hour, No Power

てキャンペーンを共有することができます。インターネットはわたしの世代を

環境により精通させてくれました。環境を指向し、環境のためになるものを

買い、そして環境に票を投じることが、今やファッションの先端です。

しだいに、若者たちはお金を使って世界の天然資源を減らすという誘惑

に抵抗するようになっています──何を欲しいかでなく、何が必要なのかを

考えることで。バランスをうまく取る必要があります。環境問題は、経済発

展を取りやめたり産業の成長をストップしたりすることでは解決しませんし、

消費優先主義を否定したり買うことを拒絶したりすることでも解決しませ

ん。グローバリゼーション、消費優先主義、そして環境への懸念はすべて結

びついています──そしてこの問題の解決策は、おそらくそれらの相互関

連性の中に潜んでいます。

希望はわたしたちの世代とともにあります。その世代はますます鋭敏化し

てきており、それも世界の問題に対してだけでなく、他の文化や多様性の価

値に対してもそうです。もし環境に配慮したトレンドを作り出すことができ、

わたしたちのお金や意見をそれに応じて使うことができれば、おそらくこの

グローバル化された意識は真の変化を導くことができるでしょう。

Global Challenge 
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わが人生を変えた
類人猿 The ape that changed my life

イ
ンドネシアのカリマンタン島（ボル

ネオ島）にある密生したカリマンタ

ン熱帯雨林の奥深く、Sekonyer川

を進むボートから、ゆっくりしたエンジン音が

黒い水面にこだましていました。わたしはヨー

ロッパからの長旅に疲れて座り込んでいまし

たが、これまでの旅の目的だった、めったに

見つからない赤毛の類人猿──オランウータ

ン──をひと目見たいとの思いで、こずえのあ

たりに気を配っていました。

わたしはタンジュン・プティン（Tanjung

Putting）国立公園──自然保護区であり

6,000頭を超すオランウータンの居住地でもあ

る──をボランティアの調査グループと一緒に

訪れる特典を得るために、2,500ドル加えた旅

費を支払いました。わたしと他の二人の女性

は、公園内の類人猿の行動を記録し、またゴ

ミを片付ける手助けをする予定でした。

ようやく埠頭に着いた時、ひとつがいの若

いオランウータンがわたしたちを出迎えてくれ

ました。以前はペットとして飼われ、公園のセ

ンターで野生に帰るための訓練を受けていた

彼らは、わたしの手を取ってレンジャーの基地

付近まで導いてくれました。そこでわたしはワ

イヤー製の小さな檻
おり

を見つけました。その中

にちぢこまっていたのは弱 し々い、まだ毛の生

えていないオランウータンの赤ちゃんで、クンク

ン鳴きながら体を揺らしていました。その皮膚

は乾き、目はくぼんで生気がありませんでした。

わたしが知ったのは、オランウータンの孤

児たちが皆そうであるように、この赤ちゃんの

母親は、ペットとして彼を売るために密猟者

に殺されたのだということでした。さらに知っ

たのは、オランウータンの赤ちゃんが唯一、人

間に次いで9歳までの幼児期を母親に頼って

過ごすこと、そして霊長類はいつも肉体的な

接触が欠かせず、成長のための養育が必要

であることです。わたしには彼が精神的にひ

どく傷ついていることがわかりました。彼が今

でも生きているという事実は、彼に立ち直る

力が残っているあかしだったのです。彼の名

前はソマリア（Somalia）。彼との出会いは、

わたしの人生を変えました。

子供の頃、猿と類人猿は常にわたしの大好

きな動物でした。そしてわたしは大人になった

ら一緒に暮らし、大型類人猿を研究したいと

思っていました。しかし、その希望はある大学

の講師によって打ち砕かれました。霊長類学

者は現場でめったに職につけないと言うので

す。わたしは彼の言葉を重く受け止め、代わ

りに英文学を専攻して教師になりました。

夢に生きる
それでも、わたしは自由時間を使ってできる

限り霊長類について読み、野生のゴリラを見

にアフリカへ行きました。そのあと、27歳の時、

タンジュン・プティンへの旅行の広告が目に入

ったのです。わたしはそこに9日間いただけで

したが、毎日ソマリアに会いに行きました。わ

たしはすっかり夢中になりました。学校の休暇

ごとにそこへ戻り、進んでソマリアや他のオラ

ンウータンの孤児たちの世話をすると申し出ま

した。この幼い類人猿は、母親がいたらきっと

したであろうというようにわたしにまとわりつき、

入浴中ですら離れませんでした。夜にわたし

は自分の小さなベッドで、彼や同じような世話

を必要とする他の4頭の孤児たちと一緒に寝

ました。わたしと他のボランティアたちは毎日

24時間彼らの母親役を務め、愛情を注ぎ、森

の食べられる果物や葉の見分け方を教え、木

登りをすすめ、蛇やその他の危険から身を守

るすべを示して、いつの日か彼らが安全に野

生に戻れるようにしました。

数年が過ぎ、若いオランウータンの要求が

さらによくわかってくるにつれ、わたしは自分

にはもっとよいやり方ができると思い始めまし

た。今では知っていることですが、たとえば、

未熟なボランティアたちを傷つきやすいオラン

ウータンの幼児に接触させるのは、特に最初

に健康診断や検疫を受けていない場合、危

険で無責任だということです。それに旅行者

を動物たちに近寄らせると、野生に帰るため

の訓練の妨げになります。もう一人のボランテ

ィア、デンマーク生まれのLone Droscherとと

もに、収容される孤児たちの数が増えていく

のを見ていると、彼らすべてを養育するため

の基金を集めるのは難題だとわかりました。

またわたしたちが聞いたところでは、ある地

域では少なくとも100頭の孤児たちが、不法に

家庭で飼われているとのことでした。そこに

は救助センターもなく、わたしたちはそれらの

オランウータンたちも救出されて森へ戻され

るべきだと判断しました。

1999年、わたしたちの夢が現実のものとなり

ました。ボルネオ・オランウータン・サバイバル・

ファウンデーション（BOS）の援助で、Loneと彼

女の当時の夫OdomがNyaru Mentengプロ

ジェクトを開始したのです。英国に戻って、わ

たしはボルネオ・オランウータン・サバイバル・

UKを設立し、寄付してくれそうな人たちに接

触し始めました。あの公園のセンターはすべて

民間の基金でまかなわれていたからです。

長期の献身
ソマリアに会って14年経った今──母から

の「本物の仕事に就いて」という訴えにもかか

わらず──わたしは今でもオランウータンのサ

バイバルのために闘っています。それも2005

年にはとうとう教師も辞めて、フルタイムで献

身するために。しかし、長年にわたるグロー

バリゼーションが事態を大きく変えました。も

ともと100頭のオランウータンたちのために設

計されたわたしたちのセンターは、今では600

頭を超す数であふれんばかりに一杯で、世界

最大の救助プロジェクトになっています。

どうしてそんなに増えるのか？　原因はパ

ーム油──安価で用途の広い原料で、菓子

類から石けんに至るあらゆるものに使われて

いる──で、その需要は近年著しく増加して

おり、しかもインドネシアとマレーシアで需要

のほぼ90％を満たしています。一方、欧州連

合（EU）と英国は再生可能な燃料によって

CO2排出削減目標の達成をめざしていて、そ

の需要への圧力を強めています。これらの目

標達成に必要なバイオ燃料の生産のために、
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パーム油の需要が非常に高まっているので、

森林伐採が進んで地球の気候に影響が及び、

オランウータンだけでなく世界中に壊滅的な

影響をもたらし、インドネシアやマレーシアの

熱帯雨林も終わりを告げかねません。

アブラヤシ農園に侵食されて、森林がこれ

まで以上に寸断されていくにつれ、オランウー

タンへの食糧供給が減少し、空腹に耐えか

ねた彼らは無謀にも農園に侵入し、アブラヤ

シを引き裂いて内部の芽を食べます。赤ちゃ

んを奪うための密猟は別にしても、このため

オランウータンは今や害獣とみなされていま

す。1頭のオランウータンにつき20ドルに及ぶ

賞金が季節労働者に提供されることもしばし

ばで、一方その赤ちゃんは今でもペットとして

取り引きされているのです。

原因に取り組む
Nyaru Mentengプロジェクトは、多くの野

生のオランウータンをアブラヤシ農園から救

出し、400頭以上を解放していますが、問題

の原因にも取り組む必要があります。「持続可

能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」は、

持続可能性のための一連の基準──オラン

ウータンの生息地をアブラヤシ農園にしない

条項を含めて──を自発的に守るよう企業に

求めています。最近、最初の生産者たちが持

続可能の認定を受けたところです。もしこの

やり方が効を奏するなら、消費者はまもなくこ

うした認定品を要求できるようになるかもしれ

ません。世界的なパーム油の需要が野生の

オランウータンを絶滅のふちに追い込んだの

と全く同様に、持続可能なパーム油の需要が

その運命を回避する希望を与えてくれるかも

しれないのです。

一方、ソマリアはほとんど大人になり、タン

ジュン・プティン国立公園の森のどこかで自由

に暮らしています。しかし、それもいつまで続

くでしょうか？　公園の大部分はパーム油会

社の手に渡っています。環境保護論者たちは、

野生のオランウータンは3年、5年、あるいは10

年のうちに絶滅してしまうかもしれないと警告

しています──しかしわたしは、もしわたした

ちのしてきたような努力が支持を集め、全世

界の消費者が正しい選択をすれば、ソマリア

とすべてのオランウータンに希望が残ってい

ると信じています。

Michelle Desiletsはボルネオ・オランウータ

ン・サバイバル・UKの創立者で、ボルネオ・オ

ランウータン・サバイバル・インターナショナル

の国際的なキャンペーン・ディレクターである。

あなたにできることを見つけて！

http://savetheorangutan.orgを開いて下さい。

Sam Gracey/Borneo Orangutan Survival
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最も初期の地球環境協定の多くは、

野生生物と生物多様性に焦点を当てて

いた。最も重要なもののひとつ、「湿地

に関するラムサール条約」が成立したの

はUNEP設立の前年、1971年のことだ。

先駆的な環境保全活動家の L u c

Hoffmanによって始められて以来、それ

は現在150ヵ国以上にわたる1億6,800

万ヘクタールの“ラムサール条約登録湿

地”を保護している。

2年後、国際自然保護連合──IUCN、

世界最古にして最大の地球環境ネット

ワーク──による長期キャンペーンの

のち、各国政府は「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の国際取引に関する

条約（ワシントン条約＝CITES）」に合

意した。それは現在、約3万種を保護

している。

1979年にボンで締結された「移動性

動物種に関する条約」は、移動性の種

を──陸生でも水生でも──しばしば

非常に広い範囲にわたって保全するこ

とが目的である。その後援のもと、そ

して「大型類人猿保全計画（GRASP）」

の協力で、2009年が国際ゴリラ年に指

定された。

包括的な「生物多様性条約（CBD）」

は、1992年のリオ地球サミットで、世界

のリーダーたちによって合意された。そ

の目標は“2010年までに、地球全域、

地域、そして国レベルで現在の生物多

様性損失率の大幅減少を達成する”と

されたが、圧倒的な破壊の重圧に直面

している状況では達成されそうにない。

しかし生息地の喪失率は、世界のいく

つかの地域では緩和傾向にある。

そしてミレニアムへの転換期を迎え、

条約締結国はカルタヘナ議定書を採択

した。これは諸国が、遺伝子の組み換

えを行った生物の輸入に同意する以前

に、十分な事前情報を与えられるべき

だと規定している。

野生のままで
KEEPING IT WILD
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軌道に戻す　Back on track

た。わたしたちは、熱、氷、サボテン、病気、

食料の欠乏、浸水する渓谷、深い泥、荒れ狂

う犬、そして皆から困惑した目で見つめられ

るなどの経験をしながら押し進みました。

大部分は極めて人口の少ない遠隔地を通

ったので、わたしたちはそこで出会った人々

みんなと多くの交流を持ちました。家畜を飼

う人 と々話をしたり、ぎりぎりの生活をしてい

る農民の一家と過ごしたり、山中で働いてい

る炭鉱員たちとお茶をともにしたりしました。

時には都市を通り、そこでは出会った人々す

べてと話して、彼らの文化や世界についての

理解などさらに多くを知りました。

わたしたちはたびたび、人々が土地に深く

結びついているのを発見しましたが、彼らはい

かに地球とともに働くか、作物や動物が育つよ

うにいかに地球を大事にすべきかを理解して

いました。わたしたちが出会った多くの人々が、

その祖先と全く同様のやり方で生活していま

す。数百年もの間、彼らの家族を通じて知識

が世代を超えて伝えられてきました。彼らはど

んな仕事が地球のためになり、自分たちのた

めにもなるか──そしてどんな仕事がためにな

わ
たしたちは、自身がどんなことに巻

き込まれるか見当もつきませんでし

た。計画では、南米の西岸に沿っ

て走るアンデス山脈を歩いて南下する予定で

した。わたしたちの夢は、アンデスで人々がど

んな暮らしをしているのか、さらに具体的に言

うと、彼らの持続可能な生活様式をもっと知り、

アメリカ合衆国に帰ってそうした生き方につい

て教えることでした。結局、わたしたちは最後

には、このことに加えてはるかに多くを学ぶこ

とができたのです。それはまた、わたしたちの

想像をずっと超えた、困難ながらやりがいのあ

るものでした。

2年の間に、わたしたちはエクアドル、ペル

ー、ボリビア、チリ、そしてアルゼンチンを通

り、海抜ゼロから6,000メートルまでのあらゆ

る高度を歩きました。世界で最も乾燥してい

るアタカマ砂漠を通り、アマゾンの熱帯雨林

を抜け、そして氷河──その多くは地球規模

の気候変動のために後退しつつあった──

を越えて。わたしたちの持っていた地図は不

十分だったので、道を探すのには困難をきわ

め、しばしばたどれる道もないことがありまし

らないか──を知っているのです。

最も衝撃的だったのは、人間が本当に必要

とするものがいかに少ないかということです。

アンデスの人々は、世界でとても多くの人々が

必要だと思っているもの、たとえばブラックベ

リー（＝米国で多く使用されている携帯電話）

やHDTV（＝高精細テレビ）などは持っていま

せん。しかし彼らは健全で幸福な生活に必要

なものは、十二分に持っています。多くの家族

は、日干しレンガやワラなど土地からすぐ手に

入る材料で自分たちの家を建てます。衣服を

自分たちの飼っている羊の毛で作り、食糧に

は作物を栽培し家畜を育てます。彼らは世界

中から輸出されてくる商品に頼りません。わた

したちが学んだのは、先進世界でわたしたち

の多くが当然と考えている製品が、本当は生

き延びるには必要ないということです。

今、故郷に帰って、わたしたちは見てきた

ことを皆に話しています。わたしたちの希望

は、他の人々がこれに刺激されて、自分たち

の毎日の物事の決め方や、自身のフットプリン

トを減らす方法について、もっと考えてくれる

ことです。

Deia Schlosberg（28歳）とGregg Treinish（26歳）は、2006年の夏

に長距離ウォーク──アンデス山脈の全長にわたる──に出発した。

この二人組はともにモンタナ出身の原生自然地域の研究者で──多

くの場合忘れ去られた古代の小道、時には全く道のない行程を──

5ヵ国にわたり数え切れないほどの生態系を通って、約12,550キロ

を踏破した。ある時は極度の疲労や病気と闘い、彼らはインターネ

ット上に写真やブログを掲載して故郷の友人、家族、そしてファンた

ちに絶えず近況を知らせた。旅の終わりに──南米最南端に近い

Cabo San Pioで──彼らは婚約した。ナショナルジオグラフィック
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わたしたちはもう一つ貴重な、むしろ期待し

ていなかった教訓を学びました。アンデスの

人々は合衆国や英国のような国々に敬服し、

あとについて行こうとしています。わたしたちが

出会った人々が見るテレビ番組の多くは、北

米のものです。しかもそれらはえてして教育上

おすすめできるものではありません。しかしこ

れが南米の文化における人々の態度、流行、

そしてライフスタイルに急速な変化を起こしつ

つあるのは明らかです。先進諸国でのわたし

たちの暮らしぶりが、それを見守るすべての

人々の行動にも影響を与えることがわかりまし

た。おそらく、たとえばもしわたしたちがもっと

リサイクルしたり、着る物や不要な小物類の消

費をもっと減らしたりし始めれば、他の国 も々

それを見て、わたしたちの新しい方向につい

てきてくれるでしょう。

逆に言えば、過度の消費傾向の流れを逆行

させるには、これらの文化を多くの人々が今ま

さに捨て去りつつある考え方に戻してやること

です。わたしたちが出会った多くの人々は、す

でに地球をもっと健康にする答えを持っていま

す──彼らはただ自らを信じればいいのです。 D
ei
a
と
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g
g
が
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を
読
む
に
は
、

こ
こ
を
開
い
て
く
だ
さ
い

→
w
w
w
.a
cr
o
ss
th
ea
n
d
es
.c
o
m
/j
o
u
rn
al
.h
tm
l

Deia Schlosberg

自ら活動する
SELF-STARTING
TUNZAは読者から、どんな取り組みをしているかについて連

絡をもらうのが好きだ。ここに、バイエル青少年環境使節

（BYEE）が手がけた地域イニシアチブの数例を紹介する。

「石油の流出はよくありますが、地面の上では油が土の粒子に付着

するため、こぼした跡をきれいにするのは難しいことです。わたしは

Candida glabrataと呼ばれるイースト菌と植物性脂肪老廃物から作ら

れた生物界面活性剤を開発しました。これは水や油ベースの粒子と

よく相互作用を起こします。汚染された地域に散布すると、それは油

をとらえて粒状の液体になり、土壌から除去できるようになります。こ

の生物界面活性剤は、その後油から分離でき──どちらもリサイクル

可能です。わたしは2006年にレバノンで起こり400億ドルの改善費用

を費やした実際の石油流出事件に、仮定の話としてこの手法を適用

してみました。わたしの方法を使えば費用はわずか50億ドルになり、

全く同様の効果が得られます。わたしはこの発見をブラジルの石油会

社Petrobrasへ送りました。次のステップは、この技術をより大きな規

模で試してみることです」

Carolina Arruda Buarque de Gusmão（24歳）、ブラジル

「わたしはフィリピンのパングラオ島にサンゴ礁や魚を保護する目

的で、8ヘクタールの海洋保護区を作りました。漁業・水産資源局や

わたしの大学と調整して漁業禁止区域の境界を定め、三脚台の形を

したセメントで人工サンゴ礁を作ります。わたしは自らその設置を手

伝いました。わたしの究極の目標は、この海洋保護区をエコツアーの

対象となるように発展させ、世界中からの訪問客による利益でその

管理費をまかなうことです」

Marie Nickie Bolos（20歳）、フィリピン

「世界は──経済的にも生態学的にも──あまり高価でないバイオ

燃料を求めています。わたしはペルー沿岸の砂漠地域で微小緑藻類

の一種、Haematococcus pluvialisを使って光バイオリアクターを作り

出す可能性を研究しています。そこは太陽エネルギーが豊富で、生

産工程に海水を利用することもできます。砂漠にバイオ燃料の工場を

建てれば、耕作可能な土地を使わずにすみます。H. pluvialisはCO2

をとても効率よく固着する作用があり、この成長の早い藻はバイオ燃

料や動物のえさに利用できます。また、それに含まれるアスタキサン

チンと呼ばれる強力な酸化防止剤は、栄養補助食品として使われま

す。この過程から貴重な製品を競合できる費用で作ることができ、地

域で大いに必要とされている雇用を創出することさえ可能です」

Juan José Aponte Ubillús（20歳）、ペルー

インドネシアでは、莫大な量のパーム油の残りかすができ、それは

処理しないと大気中にメタンを放出します。わたしはそれに鶏の排

せつ物──もう一つの豊富な農業廃棄物──を加えることで発酵を

促し、バイオガスとして利用する方法を開発しました。次のステップ

は、西ボルネオのPontianakのわたしのコミュニティや、さらにもっと

遠くの地でこの技術を実施してみることです。もし成功すれば、薪の

ために木を切り倒すことを止めさせ、廃棄物を有効利用し、そして

強力な温室効果ガスであるメタンの排出が避けられます」

Sri Rezeki（23歳）、インドネシア

誌は彼らに2008年度のAdventurers of the Year（＝今年の冒険家賞）

を贈り、今や彼らは自分たちの旅行について語ったり書いたりして

いる。彼らは自然やグローバリゼーションに対する見方が旅の経験

でいかに変わったか、そしてわれわれはこの地球でどう暮らしている

のかについてTUNZAに語った。
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大切な
利 益

MATERIAL  GAINS

選んでお金を使えば──
そうしないのに比べて──
大きな違いが出る。

希望を与える Giving hope

ことわざに「与えることは与えられることに

勝る」とあるが、多くの慈善事業は今や贈り

物を受け取る人々でさえ与える側にしてしま

う方法を見つけた。昔からの習慣で受け取

る贈り物の代わりにカードを受け取ると、贈

り物に使うお金は代わりに誰か他の人の生

活をよりよくするのに使いましたと書いてあ

るのだ。“木を植える”ギフトは、エチオピア

のような森林が伐採された国の農民たちを

対象に、土地の改良と果物や木の実のため

に25本の苗木を贈る。“雨水を集める”ギフ

トは、家族がきれいな水を得ることができる

ようにする。“つがいのヤギ”ギフトは、繁殖

すると乳が得られ、燃料や肥料にふんを使

うことで、家族に自給自足の生活を送る機会

を提供する。他の選択の中には、トラコーマ

の手術で子供に視力を与えたり、戦争で離

ればなれになった家族を再会させたり、さら

にはロバが引く移動図書館を学校に提供し

たりもする。慈善事業はその内容に好奇心を

抱かせ、想像力を刺激し、そして“愛情を示

す楽しいやり方”になり始めている。

www.goodgifts.org

www.oxfam.org.uk/shop/Hub.aspx?catalog
=Unwrapped

ニュースをつむぐ
Spinning the news

“新聞紙のウール”あるいはIndruk──古

新聞紙からつむいだ糸──はカーテン、じゅ

うたん、そして衣服を織るのに使うことがで

きる。そのオランダ人のデザイナー、Greetje

van Tiemは、たった1ページで最長20メート

ルの糸を作り出すことができると公言する。

必要なのは、紙、はさみ、スピンドル（＝つむ

ぎ棒）、そしてたくさんの時間だ。やり方は、

http://greenupgrader.com/2131/handspun

-recycled-newspaper-yarnへ。

www.greetjevantiem.nl

木の実の石けん Nutty soap

商業クリーニング業界で多く使われている

洗剤は、化学物質と石油系の香料を含んで

いて生物分解に時間がかかり、魚や人間や

動物に有毒となる可能性がある。何世紀もの

あいだ洗剤として使われてきた南インドの石

けんの実（Sapindus trifoliatus）には、こう

したものは一切含まれていない。水を加える

と、それはサポニンと呼ばれる天然の洗剤を

放出し、非アレルギー性の泡を作る。それは

たとえばシャワー用の液体石けんとなる。そ

れにはこの木の実を水に浸けて溶液を作り、

香りを加えるためにエッセンシャルオイルを1

滴加える。また8個のさやを布製の袋で包み

洗濯機に入れると、洗濯ができる。250グラム

の石けんの実は、約9ドルで30回の洗濯が可

能。さらにこの木の実は堆肥にもなり、持続可

能な農業で栽培でき、包装なしで流通される。

www.greenrewards.co.uk/Item/Soap-
Nuts_ _AKA45.aspx

www.infojardin.com/foro/showthread.php?t
=18068&page=3

www.noix-de-lavage.ch/info.php?info
=23d_203

携帯電話の充電 Mobile power

この機械はまさにその包装に書かれている

通りの働きをする。電池切れの携帯電話が、

どんなところでも電源なしで復活するのだ。

手回しを数分間回すと、携帯電話が半時間使

える電気が供給される。

www.paramountzone.com/rphone.htm

www.elasio.ch/shop/achat/produit_details.
php?id=1100

www.gizmodo.es/2006/11/23/windup_
torch_and_phone_charger.html

シャツの物語 Shirt stories

1枚のTシャツは、その重さの28倍の炭素

を排出する。製造、染色、さらに輸送に使わ

れるエネルギーを勘定に入れるとそうなる。

そのうえ綿花は世界で最も農薬──そして水

──を多く必要とする作物のひとつである。

Reシャツ（＝リサイクルTシャツ）は、木綿のリ

サイクルを改善する上で再利用のため、既存

の衣服を国際的に流通させている。そして同

時に人を楽しませるのもねらいだ。Tシャツ

はその前段階の物語を付けて会社に寄付さ

れる。それらはさらに寄付を繰り返し、最後

に寄付されたインターネットのサイトでその全

使用暦が、シャツのラベルと同様に一覧表と

してオンラインされる。「Reシャツはユニーク

な世界規模の経済実験です」と会社は言う。

「その中心にあるのは使い古しのTシャツと

素朴な質問です。“それらにまつわる歴史を

知れば、製品はもっと長持ちしますか？”」

www.re-shirt.net/

www.harmoniousliving.co.za/Environment/
Eco-Friendly/Your-Carbon-Footprint-
Check-the-Labels/
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1980年代の後半、先進工業国での

規制強化が引き金になって“有毒物貿

易業者”が有害廃棄物を途上国や東ヨ

ーロッパに輸送する事態が起きた。国

際的な憤りやUNEPの働きかけで、

1989年に「有害廃棄物の国境を越える

移動及びその処分の規制に関するバー

ゼル条約」が締結された。条約ではそ

うした輸送が規制され、できる限り廃

棄物の生成を減らすことで“環境面で

の適正な管理”を推進すること、そして

廃棄物が生成される場所にできるだけ

近いところでその適正な管理を奨励す

る動きが始まった。

1999年、条約締結国はさらに、流出

事故による被害のための「責任と補償

に関する議定書」を採択した。

同じ頃、各国政府は危険な化学物質

や駆除剤の貿易を改善し、それらの環

境面で適正な使用を推進する目的で、

1998年に「ロッテルダム条約」を結ん

だ。それは“事前の情報に基づく同意”

の原則にのっとっている。つまり、各

国は自分たちが定める物質への禁止や

規制条項について相手国に通知し、そ

の物質を輸出しようとしている旨を知

らせなければならない。

そして2001年に採択された「ストック

ホルム条約」では、批
ひ

准
じゅん

国に対して残

留性有機汚染物質（POPs）の放出を廃

絶あるいは減少させる処置を取るよう

求めている。これらの永続性のある化

学物質は、数千マイルを移動して人体

並びに野生生物の脂肪組織内に蓄積

され、深刻な健康被害をもたらす可能

性がある。がん、先天性欠損症、“性別

不明”現象、病気にかかりやすくなる

免疫システム欠陥、さらに言えば知能

の減退などである。

化 学 反 応
C H E M I C A L
R E A C T I O N S

究極のコップ
Final cup

合衆国内だけで年に推定160億個以上の

紙コップがごみ処理地に捨てられ、そこでそ

れらはメタンの排出を増加させる。大部分

は再生紙から作られたものですらない。リサ

イクルを公言されていた一部も、コップの強

度増大と漏れ防止のためポリエチレンの皮

膜が付けられたものだった──ということは、

それらは使用後リサイクルができない。再利

用可能なセラミック製の耐熱コップにシリコ

ン製のふたが付いたものが、ひとつの選択技

だという。

www.nigelsecostore.com/acatalog/
I_m_Not_a_Paper_Cup.html

www.a-d-o.fr/index.php/2008/01/24/
409-i-amnot-a-paper-cup

www.elgranchef.com/2008/01/25/
í m-not-a-peper-cup/

マイ・ボタンを押す
Push my button

1台のパソコンのモニターを夜通し通電し

ていると、レーザープリンタでA4サイズ800枚

のコピーをとるのと同じエネルギーを消費す

る。そして英国だけで約180万台のパソコン

が夜通し電源の入ったままで放置され、70万

トンの炭素を浪費している。エコボタン

（Ecobutton）──USBケーブルでラップトップ

パソコンやノートパソコンに接続する──は、

電気を節約するよう視覚に訴える。仕事を中

断した時にボタンを押してパソコンをスリープ

モードにすることで、データを失わずにエネル

ギーを節約できる。ボタンを再度押すとパソ

コンは自動的に再起動し、仕事を中断した時

の状態に復元される。それにどれだけエネル

ギー──そしてお金──が節約されたかを毎

回合計するソフトウェアが付いている。

www.eco-buttons.co.uk/store/index.php?
act=viewProd&productId=2

www.ethicalsuperstore.com/products/
ecobutton/ecobutton-for-pc39s--laptops

http://gizmologia.com/2008/02/eco-button-un-
gadget-totalmente-inservible-hecho-boton

www.neomansland.org/article-16149785.html

縮みゆく靴のフットプリント
Shrinking shoeprints

靴は大きな環境フットプリントをもたらす。

それらは昔から多くの材料──ゴム、革、プラ

スチック、そして樹脂──で作られ、いずれの

場合も生産と輸送をともない、リサイクルが困

難だ。最近人気のあるクロックスのような単一

素材の靴が、その傾向をくつがえし始めてい

る。クロックスが会社に返品されると、リサイ

クルされ遊び場のフローリングに変わる。ブ

ラジルの会社メリッサはもう一歩先を行く。メ

ルフレックス（Melflex）と呼ばれる登録商標の

プラスチック素材で──さらに最近ではゴムを

使って──靴を作るが、どちらもすでにリサイ

クルされた材料で作られ、さらにリサイクル可

能だ。そしてその製造工場では、水やごみを

ほとんどすべてリサイクルしている。

www.melissaplasticdreams.com

www.crocs.com

良い家庭には無料で
Free to a good home

フリーサイクル・ネットワーク（Freecycle

Network）は、自分たちの地域で他人が捨て

たがっているものの中から欲しいものを見つ

けようとする人々をとりこにしている──家具、

衣服、おもちゃ、電気製品、食品、植物、車、

庭園や建物用品──さもなければごみ処理地

行きになるような、どんな物でもよい。2003年

にアリゾナ州のTucsonに初めて創設された

非営利のインターネットサービスで、以来、85

ヵ国にまたがって600万人を超すメンバーを

擁する4,642のグループにまで成長した──そ

の範囲は、バングラデシュからボリビア、フィ

ンランドからフィジー、ネパールからナイジェリ

ア──そしてごみ処理地から毎日500トン以上

の廃棄物を救済し続けている。その哲学は

“与えることのフリーサイクル”で、持続可能な

地域ならびに世界的なコミュニティを築くこと

を力説している。地元にグループのない人々

は、フリーサイクルの調停ボランティアになっ

て自らこの事業を始めることもできる。

www.freecycle.org

http://fr.freecycle.org/accueil
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7
人のグローバルな
思想家

ちょうど200年前に生まれたチャールズ・ダーウィンは、人類を地球の生物の仲間

にしっかりと位置づけ、人々の世界に対する見方を根本的に変えた。1859年に出

版された『種の起源（On the Origin of Species）』は、共通の血統で自然淘
とう

汰
た

によ

って起こる進化のさまを説明している。進化の概念は新しいものではなかったが、

ダーウィンはビーグル号での世界探検航海の途上、外界の影響から隔絶されたガラ

パゴス諸島で集めた標本やデータで自論を証明することができた。彼は続けて

『The Descent of Man（＝人間の由来）』を書いたが、その中で人間の進化を述べ、

人類が類人猿の血統だと指摘して波紋を広げた。当時、すでに地質学と生物学にお

けるこれまでの考え方が科学的に疑問を投げかけられていた時に書かれ、ここに彼

はすべての生物が同じ歴史と運命を共有することを示した。

創 設 の 父
Founding father

global thinkers

Rich Blundell Omniscopic 2000-2006

環境保護主義者たち──しばしば驚くほどのハイテク好み──は、ティム・バーナ

ーズ=リーが創始したWorld Wide Web（WWW）を最初に使ったグループであり、

それによって世界中からの情報を整理し、世界規模のキャンペーンをまとめる能力

を飛躍的に増やした。そのきっかけは、バーナーズ=リーが世界中でそれぞれ異な

るハードウェアとソフトウェアを使って仕事をしている科学者たちと情報交換をし

ようとしていら立っていた時だった。彼は地球上のすべての情報がリンクでき、容

易にアクセスできたらと考えた。1989年にジェネーブ近郊のCERN（＝欧州原子

核研究機構）の原子核物理学研究所で働いていた時、インターネットを介して情報

の各“ページ”を公表し、読み、そして案内するウェブを考案した──このインタ

ーネットはもともと米国国防総省で1950年代末に核戦争時の通信手段として考え

出されたコンピューターネットワークのインフラだった。

命 の ウ ェ ブ
Web for life

Floor/Flickr

合衆国の大統領選挙で過半数の票を獲得しながら当選しなかった場合、あなたなら

どうするだろうか？「それはかなりの打撃でした」とアル・ゴアは認める。しかしや

がて彼は立ち直り、草の根運動に専念し、気候変動の対策運動を世界的に広げて勢

いをつけた。副大統領時代にはほとんど行動を起こさなかったが、進歩的な気候科

学者ロジャー・レヴェルのもとで学んで以来、彼は地球温暖化について懸念を持ち

続けていた。選挙に敗れたあと、彼はスライドショーを編集して合衆国中の大小ミ

ーティングで1,000回以上講演し、大衆の関心を高めた。それは『不都合な真実』と

いうドキュメンタリー映画になり、驚異的な興行成功を収め、アカデミー賞を獲得し

た。映画のかたわら、彼は「The Climate Project（TCP）」を立ち上げ、世界中にま

たがって増加の一途をたどるボランティア部隊を養成し、2007年にノーベル平和

賞を受賞した。

敗 戦 か ら 生 ま れ た 勝 利
Victory from defeat

The Climate Project



グローバリゼーションと環境 23

お金をもうけるためにはお金が要るが、従来の銀行では持たざる人々には信用貸し

をしない。しかし100ドル未満のローンでも、貧しい家族の生活を変えることがで

きる。それで手工芸品の原材料を買ったり、鶏を買って産んだ卵を売ったりするこ

とができるからだ。ムハマド・ユヌスはそれを証明してみせた。1970年代にバン

グラデシュの経済学教授だった彼は、手頃な条件で小額のお金を担保のない村人た

ちに貸し始めた。そうした“マイクロクレジット（＝基本的に無担保の少額融資）”の

おかげで貧しい人々は貧困から抜け出し、小さな商売を築き、ローンを几帳面に返

済することを証明できた。ユヌスが1976年に設立したグラミン銀行は、1998年

までに毎月1万人を貧困から脱出させた。現在、世界中でおよそ7,000のマイクロ

クレジット機関が1,600万人の顧客を扱っている。2006年にノーベル平和賞を受

賞したユヌスは語る。「貧困は、われわれのまわりの世界が作り出すものだ」。

貧 し き 人 々 の 銀 行
Banking on the poor

Goetz Schleser/VISUM/Still Pictures

ワンガリ・マータイがケニアのNyeriで成人した頃、その地域は緑にあふれており、

現地の言葉には砂漠という単語は見あたらなかったほどだ。今では木々は切り倒さ

れ、彼女が水を汲んでいた泉は消えてしまった。彼女は今、この過程を世界的に逆行

させるために誰よりも尽力している。地域の運動を世界的なキャンペーンに広げ、

2004年にはノーベル平和賞を受賞した初の環境保護運動家となった。彼女の「グリ

ーンベルト運動」は1977年に始まり、最初の20年間で2,000万本以上の木を植え、

他の国々に広まった。それはUNEPを動かし、2007年に「10億本の木キャンペー

ン」を開始させた。今まで26億本の木が──さらに44億本の追加誓約を得て──

166ヵ国に植えられている。目標は現在拡大され、重要な気候変動交渉がコペンハ

ーゲンで行われる2009年12月までに70億本の達成をめざすことになっている。

グ リ ー ン ・ ピ ー ス
Green peace

Alan Dater & Lisa Merton/Marlboro Productions

環境を守る雇用の創出が、突然世界的に優先されるようになった。そしてヴァン・ジ

ョーンズはその先頭に立ってきた。公民権専門の弁護士として、子供たちが街をぶら

ついたり刑務所に入れられたりしないように守る目的で、カリフォルニア州のオーク

ランドにパイオニアリング・センターを共同設立した彼は、低炭素経済を築くことが

失業者に数百万の雇用を生む可能性があるのを知った。彼はオークランド市に25万

ドルを出資させ、史上初の「Green Jobs Corps」を設立し、低所得の若者たちに再

生可能エネルギー、環境指向の建設、そして有機食品産業の訓練を受けさせた──さ

らに、年間3万6,000人を訓練するために1億2,500万ドルを拠出する2007年の

「Green Jobs Act」を成立させるよう議会を説得する手助けをした。オバマ大統領

は、現在数百万の新しいグリーン・カラー・ジョブを創出する彼自身の計画に着手し

たところだ。「それは慈善行為ではない」と、ベストセラー『グリーン・カラー・エコノ

ミー』の著者であるジョーンズは言う。「われわれができる最も賢いやり方だ」。

低 炭 素 カ ラ ー 　
Low-carbon collar

Richard Hume/Experience Life magazine

ジャック＝イヴ・クストー（1910-1997）は、世界の海洋を人々の生活に──そして

居間に──持ち込むために誰よりも尽くした。1930年代にフランス海軍でダイビン

グを始めた彼は、着用できるアクアラング──現代のスキューバ装置の前身──を共

同設計し、水中撮影のパイオニアとして活動を始め、1956年にはカンヌ国際映画祭

で彼のドキュメンタリー映画『沈黙の世界』がパルムドールを受賞した。4年後、彼は

自己所有の船「カリプソ号」を手に入れ、海に浮かぶ研究ラボ兼映画スタジオに改造

し、それを海洋探検に使って世界中の観客の心をつかむドキュメンタリー映画を製作

した。それらが人気を集めたおかげで、クストーは世界の海洋のために精力的にキャ

ンペーンすることができた。1970年代の初めにはクストー財団を創設し、海洋探

査と研究、保護のための資金を集め、世界の表面を覆うこの水の世界への敬意をはぐ

くむのに努めた。

海 中 の ビ ジ ョ ン
Underwater vision

Capitol Hill Blue
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本市は、本州西端の山口県南西部に位置する人口約18万

人の気候の温暖なまちです。かつては石炭産業で栄えてい

ましたが、1967年の炭鉱閉山後は、大規模な化学コンビナ

ートやテクノポリス構想のもと半導体等のハイテク産業が立

地しました。また、山口大学工学部や医学部をはじめ、多

くの大学や研究機関等が集積しております。

宇部の歴史を振り返ると、第二次世界大戦中、空襲によ

り市街地の大半を焼失したものの、再建にかける市民の熱

意と石炭景気に支えられ、順調な復興を遂げました。しか

しながら、産業の発展とともに、企業の石炭使用量が増加

し、その結果、洗濯物も干せない、窓も開けられないほど

のばいじん汚染が問題となり、1951年に計測された一月当

たり、一平方キロメートルに55トンという降下ばいじん量は、

当時世界で計測が行われていた都市の中では、一番多い

量と報道されました。

そこで、市民の生活環境を守るため、1951年には、全国

に先駆けて、条例に基づいた「市民、企業、学識者、行政」

からなる「宇部市ばいじん対策委員会」を設置し、相互信

頼・連帯、科学的データに基づく話し合い、情報公開の4つ

を基本とした、全市民が一体となった「宇部方式」といわれ

る独自の公害対策により、ばいじん汚染を克服してきました。

また、こうした取り組みと並行して、市民の間では、「緑

化運動」、「花いっぱい運動」、「彫刻設置運動」などさまざま

な市民運動を誘発し、現在は、『緑と花と彫刻のまちづくり』

が本市のキャッチフレーズとなっています。特に、彫刻につ

いては、1961年に日本初の試みとして「野外彫刻展」が開催

され、ビエンナーレ形式（2年に1度開催）では世界でも3番

目に歴史の古い野外彫刻展へと成長し、現在は『UBEビエ

ンナーレ（biennale）』として、今年で48年目を迎えることと

なっています。この彫刻展での受賞作品の一部は、街中の

随所に設置され、市民や宇部市を訪れる人たちに安らぎを

与えています。
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環境共生都市をめざして

緑と花と彫刻のまち（市街地の街並み：平和通）

宇部市常盤公園・野外彫刻



宇部市の
環境への取り組み（ ）
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その後、1997年には、この「宇部方式」の公害対策が、環

境汚染に悩む諸外国にも広く活用できるものとして国際的

にも高く評価され、国連環境計画(UNEP)から「グローバル

500賞」を授与されました。これを機に宇部市は国際環境協

力への取り組みを始め、現在までに国際協力機構（JICA）

などを通じて39ヵ国、333名の海外研修生を受け入れてき

ました。

次に、本市が重点戦略プロジェクトとして位置づけ、積極

的に取り組んでいる地球温暖化対策については、産・官・

学・民の124団体から組織された「宇部市地球温暖化対策

ネットワーク」や「宇部コンビナート省エネ・温室効果ガス削

減研究協議会」と連携して各種施策を展開しています。

まず、最初に、行政、小中学校、市民団体が連携した省

エネ教育・実践活動である「フィフティ・フィフティ事業」につ

いてご紹介します。

この事業は、教職員等や児童・生徒が協力し、環境教育

の一環として省エネ行動を実践することにより、節減された光

熱水費等の半分を実施校に還元し、学校で

は、花の苗、緑のカーテンや手動の鉛筆削

り、環境に関する本などを購入しています。

また、学校では、生徒による省エネ見回

り隊や壁新聞などそれぞれ独自の取り組み

が行われており、市からは、フィフティ・フィ

フティメンバーズニュースというミニ情報誌

を毎月発行して活動や取り組みなどの事例

紹介をし、市民団体は、省エネ教育のメニ

ューを作り出前講師の派遣を行っていま

す。2007年の実績としては、142トンのCO2

削減と880万円の光熱水費を削減しており、

こどもたち自身の省エネ意識の向上と子供

達から家庭、地域へ省エネの輪が広がるこ

とを期待しております。

次に、本市は、製造業を中心とした基礎素材型産業が立

地していることから、産業部門からのCO2が全体排出量の

約9割を占めており、この排出抑制が非常に重要となってい

ます。

そこで、行政と大学・企業で「宇部コンビナート省エネ・

温室効果ガス削減研究協議会」を2005年に設立し、宇部地

域の臨海企業群における省エネ・温室効果ガス削減に向け

ての調査研究を進め、市のごみ焼却場で発生する蒸気を隣

接地の企業に供給する、蒸気相互融通プロジェクトの検討

を始めました。このプロジェクトが実現すれば、全体では原

油換算で年間約7,404キロリットル、CO2排出量も年間約

26,500トンの削減効果が見込め、あわせて、経済的メリット

も見込めることとなります。

今後においても、「グローバル500賞」受賞都市として、

「宇部方式」による環境保全対策を一層推進するとともに、

低炭素社会の構築に努め、環境共生都市づくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。
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シアター講演

環境学習プログラム実地風景 UNEP地球環境情報展

ひょうご環境体験館（全景）

　太陽光パネルが取り付けられた散策路を通り抜けると、三つのド

ーム（「シアター」「地球工房」「わんぱく広場」）が迎えてくれます。

　中に入って天井を見上げると、間伐材を使用した柱組の美しさに

驚かされるでしょう。

・「シアター」では、地球温暖化の仕組みや危機的な状況、私たちが日

常生活で環境問題に対して気をつけなければならない視点など

を、わかりやすく映像で紹介するとともに、各種環境団体による

交流の場として利用できます。

・「地球工房」は、実験・工作など環境学習プログラムを体験する場

です。学校や団体等の要望に応じたプログラムを実施するほか、

週末には周辺の自然も活用しながら幅広いメニューのプログラ

ムを実施しています。　

・「わんぱく広場」は、風や音、光を利用したおもちゃに親しみながら

自然のぬくもりや不思議さを感じる場です。子どもたちが楽しそ

うに遊んでいる声が響いています。

　施設自体にも間伐材の使用や太陽光、雨水、地熱等の利用をはじ

め、屋上・壁面の緑化、耐候性鋼板など環境にやさしいさまざまな

技術が取り入れられています。

　展示関係では、地球温暖化の現状やその対策などをパネル等で紹

介しています。

　特に、今年の３月より「ＵＮＥＰ（国連環境計画）地球環境情報展」

をＮＰＯ法人地球友の会の協力を得て、開設しています。

　国際機関を通じて得た貴重な世界の環境情報を展示し、“地球の

今の姿”を知ってもらうとともに、身近な生活について考えるきっ

かけになればと思います。

　この他、環境問題に積極的に取り組まれている地域の活動団体や

企業等の活動内容についても順次紹介を行っています。

　持続可能な社会の実現に向けて環境学習の裾野を広げることが

重要です。少しでも多くの方々の来館をお待ちしています。

ひょうご環境体験館
～愛称「はりまエコハウス」～

ひょうご環境体験館は、子どもたちから大人まで幅広い年齢層の人々が、
地球温暖化をはじめ環境問題の大切さについて「気づき」「学び」「知る」ことのできる体験型の環境学習施設として、

2008年3月20日に、兵庫県の播磨科学公園都市にオープンしました。

【お問い合わせ先】

ひょうご環境体験館 〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-330-3　電話　（0791）58-2065　FAX　（0791）58-2069
メール taikenkan@eco-hyogo.jp　ホームページ　http://www.eco-hyogo.jp/taikenkan
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三和シヤッター工業株式会社 情報産業労働組合連合会 

（特別協賛サポーター）　五十音順 

持続可能な社会をめざして 

Aiming at sustainable society

私たちは　UNEP（国連環境計画）の活動をサポートします。 

We support the work of      UNEP (United Nations Environment Programme)

（環境関連協賛サポーター）　五十音順 

株式会社アースシップ 
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TUNZA＝愛をこめて大切にあつかう
TUNZA = CHERISH

われわれのこの地球村を
our global village


