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地球環境問題に関連して言えば，2007年に
世界の流れが完全に変わった。しかし，その
ような論調はいまだメディアにも十分反映さ
れていない現状だ。
その変化のきっかけとなったものがいくつ
かある。①スターンレポート（06年10月，注
1），②アル・ゴアによる映画「不都合な真実」
およびその著書。もちろんその内容に関して
不備を指摘する声もあるが，一度見る価値は
あるものである。③IPCC（気候変動に関す
る政府間パネル）の第四次報告書（07年2月
～9月）。④07年のドイツ・ハイリゲンダム
G8サミット，などである。
日本においても，07年はターニング･ポイ

ント（転換点）であった。そのきっかけを作
ったのが，安倍晋三首相（当時）であった。
07年5月24日，国際交流会議「アジアの未来」
で安倍首相が「美しい地球50」（Cool Earth
50）と題する演説をし，2050年までに（世界
が）温室効果ガス50％削減することなどを訴
えた。しかし，現実的にみればかなりいいか

げんな発言といわざるを得ないが，それがそ
の後のドイツ・ハイリゲンダムG8で一定の
評価と合意を得ることが出来た。そして今年
の洞爺湖サミットで，その具体的な提言が求
められている。
ただ温室効果ガスおよび温暖化防止に関し
ては，09年12月デンマーク・コペンハーゲン
で開催予定の「気候変動枠組み条約締約国会
議」（COP15）で京都議定書に続く次期枠組
みが決められることになっており，それ以前
は実質的決定事項はないことが了解されてい
る。こうした問題を考えるときに，人間がい
かに生き延びるかという地球益の観点は重要
なことであるが，日本人だけが犠牲になって
それに貢献するというわけにはいかない。そ
の意味で地球益と国益のバランスをどう取る
かという観点でも，環境問題を考える必要が
ある。

１．環境問題を見る視点

環境問題を考えるときに，ビジネス優先主
義（ビジネスにおいてもうけ・効率を最大化
すること）によって，目標達成は先送りされ
ていくだろう（図1）。いつ目標に向かって下
り坂に入れるかだ。人間のメンタリティほど
変わりにくいものはない。現在の人間は，今
の状態のまま今後も進むと信じ込んでいる。
それは過去も同様であった。悲しいかな，人
間は崖から落ちてみないと，その深刻さに気
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が付かないのだ。ただ，近年「崖から落ち始
めている」との感覚を持ちつつある人も若干
いるような気がする。私の見通しでは，2020
年あるいは2030年ごろからようやく下り坂局
面に入っていくのではないか。
人々のマインドセット（考え方）の「頑固
さ」はかなりのもので，社会の変革に要する
時間は相当かかることになる。現在の社会イ
ンフラは，だいたい100年くらいの寿命を見
通しながら，今の状態・考え方が将来も継続
することを前提に作っている。例えば，高速
道路にしても100年後も高速道があることを
前提に考えている。また，現在の日本政府が
温暖化対策をするときに，ビジネスに影響を
与えるようなことは一切出来ない仕組みにな
っている。その例外（ビジネスとして「いじ
め」ていい対象）が，電力会社，ガス会社，
石油会社の三つである。
余談だが，南太平洋にあるツバルという島
国が温暖化によって水没するという話がある
が，実はその90％は「ウソ」だ。結論から言
えば，水没の原因は温暖化ではない。地球温
暖化が人為的要因によって始まったのは1950
年代からであったが，すでに1800年ごろから
地球の平均気温は地球のゆらぎによって上昇
を続けている。当時は現在よりずっと寒く，
日本でも当時飢饉が頻発した。人為的原因に
よる50年間の温度上昇による年間海面上昇は
平均3mmで，過去50年間で15センチメート
ルだ。15センチメートルで島が水没すること
にはならない。
ツバルの島々では，島の周囲にある珊瑚礁
に波が打ち寄せ砕けるために，島の砂浜まで
は波はこない。ところが，土木工事のために
島の周囲にあった珊瑚礁を撤去してしまっ
た。その結果，波が砂浜まで打ち寄せるよう
になり，浜の砂・泥が波に洗われて消失する

とともに，地中を通って水が湧き出るように
なったのだ。その点から考えると，珊瑚礁を
復活しない限り元の砂浜は戻らない。自然の
復元力に頼れば何百年もかかることになる。
このように温暖化の話は大まかに言って90％
は真実で残り10％はウソだと思っていい。こ
のようなショッキングなことによって「崖か
ら落ちている」ことへの深刻な認識につなが
れば，それもまた有用かも知れないが，事実
とは違うことを知っておいて欲しい。
2050年ごろを予測してみると，日本の生活
水準は今よりも若干低い程度か，同様の程度
を維持することはできるだろうが，温暖化対
策などのために若干の負担増を覚悟する必要
はあるだろう。しかし，途上国の場合はなか
なかきびしいものがある。それで2020年ごろ
から二酸化炭素を減らしていくシナリオが妥
当かと考えられている。
しかし，このようなシナリオにしてもわず
か01年ごろに考えられていたシナリオとも大
分違っている。当時は，GHG（温室効果ガ
ス）排出が650ppmまたは600ppm程度で，
2040年ごろまではそこそこ二酸化炭素を排出
していてもいいとされていたが，最近それが
大幅に修正された。もちろんそれとて本当か
どうかは何ともいえないところだが，科学的
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図1 2050年までの道筋



証明によって100％確実ということはありえ
ない。例えば，インチキを指摘することは出
来ても，それが科学的に絶対起こりえないこ
とを証明することはできない。これが自然科
学の宿命である。
地球規模の気温上昇が2度程度ならば，グ
リーンランドの氷が融解することもないだろ
うが，3度は微妙で，4度になると危険水域だ。
地球にとって一番恐ろしいことは，グリーン
ランドと南極大陸の氷が溶けてしまうこと
だ。もし仮に，それらの氷が全部溶けると世
界の海面が12メートル上昇する。地球温暖化
による被害者は，最悪のシナリオの場合は全
地球となる。もし海面上昇が10メートル起き
た場合には，地球の姿は惨憺たるものだろう。
そのような環境になった地球が支えることの
出来る人間は10億人を切るかもしれない。問
題はそれがどの程度のスピードで進行するか
だ。
一般に，経済成長が一定基準まで達すると，
その後は二酸化炭素の排出量を下げる方向に
進む。ヨーロッパではそれが早く進んだ。し
かし，途上国は2050年ごろまで成長を続けそ
の後ようやく二酸化炭素の排出量を減らす局
面に入る。そうなると先進国と途上国の間で
干渉をおこすことになり，途上国にもっと早
く経済成長してくれということになるが，現
実にはそうはいかない。

２．持続可能性の歴史

（１）国連と環境問題
最近，ユネスコが主張していることだが，
いまわれわれに必要な教育はEducation for
Sustainable Developmentだ。その中で，人
間の権利・公平さとは何か，教育を受けるこ
との意味は何か，地球上で人間がどのように
生きていくべきかについてありとあらゆるこ

とを教える。
Sustainable Developmentを日本語では

「持続可能な発展（開発）」などと訳している
が，持続可能性を「持続を可能にする」こと
と考える人が少なくない。持続可能性は，地
球史・人類史的に持続可能にすることを意味
しており，地球益，人類益を議論することで
あって，ある狭い地域の益を考えることでは
ない。例えば，過疎問題が日本のある地域の
発展にとって持続可能でないのでその解決に
取り組むというようなことではない。
持続可能性の歴史は，ある意味で国連の歴
史でもあった。1972年に国連人間環境会議が
開かれ，環境の重要性が喚起されるとともに
地球環境の限界性が指摘された。ローマクラ
ブによる「成長の限界」を出したのも当時で
あった（1972年）。ところが，その後，この
ような環境問題がすっかり忘れられて地球全
体が経済発展に突っ走った。
84年になり，国連が主導してブルンラント
報告を出し，持続可能性について議論した。
92年にはブラジル・リオデジャネイロで地球
環境サミットが開催され，地球環境の尊さ・
重要性がもう一度喚起された。そして2000年
のミレニアム・サミットにおいて指摘された
のは，地球環境サミット以来の8年余りの間
に，地球が相当ひずんでしまったことであっ
た。同サミットでは，ミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals ）を設定し
た。さらに02年のヨハネスブルグ・サミット
において教育の重要性が謳われ，日本政府が
主導しながら，前述したUNDESD（UN
Decade of Education for Sustainable
Development）が唱えられたのであった。
2000年9月のミレニアム・サミットで，
2015年を達成時点とし90年比で各種目標数値
を設定した「ミレニアム開発目標」（MDGs）
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は，次の8項目である。①貧困と飢餓の克服，
②初等教育の世界的実現，③性の平等・女性
の活力増大，④幼児乳児死亡率の改善，⑤妊
婦の健康，⑥HIV/AIDS，マラリアの克服，
⑦環境面での持続可能性の確保，⑧開発のた
めのパートナーシップ。
またこのとき多くの国はGDPの0.7％を
ODAに使うことを確認した。日本のODAを
見てみると，20世紀末葉には世界最大のドナ
ーであったが，現在では第5位まで下がり割
合も0.18％ほどになってしまった。ただ，貧
困や飢餓撲滅のためにタダで物資援助をして
も自助努力をしなくなるなど却ってだめにな
ってしまうという失敗を多くしてきたよう
に，途上国支援は本当に難しい。最近アフリ
カは高い経済成長を遂げているが，それは一
部の人たちだけが裕福になっているだけで，
貧困の解決に至るまでは程遠い状況だ。
その解決方法としては，初等教育を充実さ
せていくこと，女性のエンパワーメントなど
が有効である。また乳幼児の死亡率の改善も
重要なファクターだ。実は子供の死亡率が改
善されると出生率が改善される（低下する）
という傾向がある。それは子供の死亡率が高
い国は，子供がたくさんいることで生活が楽
になるという状況にある（子供が労働力とし
て使われる）からだ。ところが，生活環境が
改善されると子供の人手がいらなくなるとと
もに，子供の教育費がかかるようになって出
生率が低下することにつながる。

（２）持続可能性の定義
持続可能性（sustainability）の定義は，各
種各様であまりにも複雑でなかなか簡単では
ない。その核心は，人類と地球をいかに考え
て，そこにおける人類にとっての課題とは何
かを総合的に追求することであるが，そのな

かで84年のブルンラント委員会（「環境と開
発に関する世界委員会」）の定義が，それを
適切に説明している。すなわち，「われわれ
が必要なものを考えると同時に，将来の世代
が必要なものを考えて行動する。さらに未来
世代に地球を残す。」というものだ。それが
92年の地球環境サミットでは標語になり，ア
ジェンダ21などの規範ともなった。
またハーマン・デイリイ（Herman Daly）
によるsustainabilityの定義は，もっともハー
ドなものだ。それによると，①「再生可能な
資源」（森林，穀物など）の持続可能な利用
の速度は，その供給源の再生速度を超えては
ならない。例えば，森林を切る場合にも森林
が再生する速度内でそれを行うということ。
②「再生不可能な資源」（化石燃料など）の
持続可能な利用の速度は，持続可能なペース
で利用する再生可能な資源へ転換する速度を
超えてはならない。例えば，日本人一人当た
りの年間エネルギー消費を石油換算で表すと
約4トンだが，その分のエネルギーを出すよ
うな太陽電池を張り付けなければならない。
これは現実的に不可能なことだ。③「汚染物
質」の持続可能な排出速度は，環境がそうし
た汚染物質を循環し，吸収し，無害化できる
速度を超えてはならない。この点については，
日本は基準を満たしたといえる。
①②を達成することは，非常に困難なこと
だ。とくに②の化石燃料などから出てくる温
室効果ガスが他にも影響を及ぼしつつあり，
①と②が交じり合うような状況になってい
る。ハーマン・デイリイもそこまでは予測で
きなかったようだ。

（３）現実問題と国益
もともと環境問題に関しては，その当初か
ら基本的には先進国と途上国とが極めて厳し



い対立関係におかれている。途上国の基本的
主張は，地球温暖化によって地球益が損なわ
れることよりも自分たち（途上国）に先進国
は援助すべきだということだ。さらに開発を
実現することこそが持続可能性にとって必須
だと。ただし，問題はどのように援助するか
である。一方，先進国は開発をやりすぎるこ
とが環境破壊の原因だと主張する。そこでそ
の両方を実現する政策が求められるようにな
り，国連が関与する形で進行して，「持続可
能な開発」（sustainable development）とな
ったのである。
欧州諸国は環境対策では先進的だと考えら
れているが，すべてがそうであるわけではな
い。例えば，英国は温室効果ガスの排出権取
引によって世界金融市場のセンターとなって
もうけようともくろんでいる。先進諸国は公
の場で地球益を考えて環境対策を行おうと主
張してはいるものの，実はその半分以上のと
ころで国益を考えて取り組んでいる。そのよ
うな厳しい現実の中にあって，もし日本が地
球益だけを考えて国際舞台に乗り込んだ場合
に一体どうなるだろうか。地球益は非常に重
要な課題であるが，やはりある程度は鎧を着
て（国益を考えて）国際交渉をやる必要があ
る。
最近，原油や食糧価格が高騰している。い
ままでの経済は，実体経済といわれるように，
モノの取引と付随してお金が動いていた。し
かし，いまはお金がお金を生み出す経済の時
代になった（金融経済）。例えば，株価が下
がっても儲かるような実体とはかけ離れた経
済なのである。最近のアフリカの経済成長は，
原油価格の高騰によるものである。原油価格
は半分近くがバブルといわれ，投機マネーが
相当入り込んでいる。その意味でアフリカの
現在の経済発展は「実」ではなく「虚」なの

だ。いつどうなるかわからない脆弱なもので
ある。
このような状況の中で，人間社会を今後ど
のように設計すべきかが，課題となっている。
金融を中心としたこのような状態が果たして
このままでよいのか。最近，福田康夫首相は，
「排出権取引が金融の遊びになっていいもの
か？」と問いかけている。

（４）未来予測
環境問題にとって人口は重要なファクター
である。国連の人口予測によると，2050年に
地球の総人口は90億人になるという。しかし，
この数値はダメなシナリオだと思う。私の考
えでは，2045年で80億人以下に収まるような
シナリオ（下位予測）でなければならない。
つまり21世紀は人口減少の世紀にしなければ
ならない。その解決方法が，貧困の克服であ
る。
中国とインドの人口の将来展望も，ようや
くピークが見え始めてきた（図2）。中国のピ
ークは2020年ごろだろう。インドは不確実な
面があるが，現在のところ2030年ごろ中国を
抜いて世界最大の人口となり，その後うまく
いけば40年ごろにピークを迎える。また米国
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は，人口を減らさない国だ。それは政治的な
配慮によってそうなっているように思われ
る。不法移民の流入を徹底的に嫌ったような
ふりをしながら，なかば歓迎しているような
ところもみられるからだ。
日本はすでに人口減少局面に入った。右肩
下がりの局面にあって日本人のメンタリティ
ーが落ち込んでいるが，それをうまく扱うメ
ンタリティーとはどんなものか。かつてのバ
ブルを夢見るのではなく，むしろ右肩下がり
の世の中を楽しめる，そこに新たな価値を見
出すことができるようなメンタリティーを作
らないと将来に希望がない。世界にはすでに
人口減少局面に入っている国も少なくない
が，逆にこれから急激な人口増加をもたらす
ようなことは避けなければならない。
日本の一人当たりGDPの変化とエネルギ
ー消費の変化を見てみる（図3）。73年に第一
次オイルショックによって若干エネルギー消
費が下がった。当時，原油価格は1バーレル
当たり1ドルであったが，一挙に10ドルに高
騰。その後，30～40ドルを推移し，最近140
ドルくらいになった。倍率でいえばいまの高
騰は4倍程度であって，第一次オイルショッ
クの10倍とは比べものにならない。しかし，
その当時ですら日本は原油高の影響をあまり
受けていない。一方，ヨーロッパ諸国はそれ
なりに影響を受けた。その要因の一つは，円
が当時相当値上がりしたことであった。グラ
フが原点を通る直線であることは，途上国型
であることを示す。87年以降，バブル経済期
に入ると再び，途上国化することになった。
その後，再び平らになった。
このことをエアコンの効率と関連付けて見
てみよう（図4）。73年のオイルショック以降，
しばらくは効率が向上した。ところがバブル
の時代に近づくころから効率の向上が見られ

ない。そして96年ごろから再び効率が向上し
始めた。それは当時，省エネ法が改正され，
「トップランナー方式」が導入されたためで
あった。トップランナー方式とは，同じよう
な機械を比べてあるメーカーの機械の効率が
いいとなると，その基準を少し上回る程度の
ところに目標値を設定し，それを何％達成し
たかをメーカーごとに競わせるやり方だ。こ
の方式の導入によって，日本のエアコンはか
なり進歩した。このようなやり方，考え方は
世界に向かって発信すべきものだ。
製鉄産業において，その過程で発生する二
酸化炭素の量は膨大なものなので，効率を高
めることは環境対策として重要な課題となっ
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ている。現在，世界一の製鉄メーカーはイン
ドであるが，それゆえインドのメーカーを温
室効果ガスの交渉に巻き込まなければ大きな
矛盾をきたすことになりかねない。セクトラ
ル・アプローチとは，製鉄業界の中で効率面
での競争を促進させようとする考え方であ
る。その目的は，インドや中国の製鉄会社を
環境問題のテーブルに巻き込むことにある。
これが地球益と国益が衝突する場面だ。この
点を忘れた交渉はナンセンスといわざるを得
ない。
次に，自動車保有とGDPの関係を見てみ
よう（図5）。
米国は1000人当たり800台を保有する世界
一の自動車保有国だ。米国の基準を世界も追
いかけていくべきかは，一つの課題である。
問題は，中国の推移だ。ある意味で，中国は
米国文明の後継者という側面がある。図6を
見ると，一番増加するだろうと予測されてい
るのが中国だ。
ところで，将来の自動車の燃料予測を見る

と，バイオエタノールの問題がある。最近，
バイオエタノールはダメだとなった。米国で
は穀物からバイオエタノールを作るために自
動車は「食欲」といわれるが，車1台の「食
欲」は人間100人分とされる。もし2050年の
自動車総数20億台すべてをそれでまかなうと
して換算すれば，人口2000億人分となる。こ
れは地球の許容量をはるかに超えている。ま
た，バイオエタノール1.3を作るのに化石燃
料が１必要とされる。このように穀物を原料
とするバイオ燃料には将来性が乏しい。ほか
にもさまざまな燃料の候補が考えられるが，
それぞれ難点がある。ベターなものとしては，
小さめの電気自動車が候補となる。重要なこ
とは，技術をどう生み出すかということだ。
それも人間のメンタリティーにかかってい
る。超効率化はやろうと思えばできるものだ。

３．最後に

最初に紹介したスターンレポートは，何を
述べ伝えたか。「いま温暖化対策を行わない
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と世界のGDPの5～20％は減少し，世界の景
気は壊滅的打撃を受けるだろう。しかし，温
暖化対策に要する費用はGDPのわずか1％程
度である。その1％は新しい産業の創出にも
つながるものだ。」と。
それを受けた世界の人々は，そうのような
考え方もあるとして，考え方を変えることに
なった。しかし，日本の産業界はそのような
流れに乗っていない。日本では，経済を今後
も発展させていく中で，環境問題もその範囲
内で解決していこうと考える（先富論）。現
在の中国もまさにこの考え方だ。それは日本
という経験があるからだ。中国がいま多くの
公害を撒き散らしながらも経済発展を進めて
いるのは，日本が公害を克服した経験を学ん
だからであった。
しかし，中国と日本とには根本的違いがあ
ることに中国は気がついていない。日本の河
川は急流なのでいくら汚染しても最終的には
大洋に流してしまうことになる。ところが，
広大な中国はそうはいかない。例えば，重慶
付近で環境汚染を出せば，環境汚染は未来永
劫そこにとどまることになる。このような根
本的な与件の違いがある。
日本では経済を成長させればその過程で温

暖化も解消できるだろうと信じている人々が
いまだに多い。スターンレポートは，そうで
はなく，環境を最初の条件にして経済をそれ
にあわせない限り人類に明るい未来はないと
主張したのだった。
私は，考え方を根本から変えれば，世の中
何とかなると信じる。要は強い意志である。
それまでのもの全部をご破算にして人間の生
き方を最初から考え直す。そうすれば温暖化
も何とか解決の道が見出せるはずだと考え
る。
（2008年6月14日，文責編集部）

注1 スターン報告（Stern Review）とは，2006
年10月30日にイギリス政府のために経済学者ニ
コラス・スターン卿（Sir Nicholas Stern）によ
って発表された地球温暖化（気候変動）に関す
る報告書である。正式な表題はThe Economics
of Climate Change （気候変動の経済学）。地球
温暖化の対策による損得，その方法や行うべき
時期，目標などに対して，経済学的な評価を行
っている。その内容は「早期かつ強力な対策」
が経済学的にみて最終的に便益をもたらすであ
ろうと結論づけており，イギリスおよび世界の
動きに大きな影響を与えつつある。（ウィキベ
ディアより）
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