９章

社会・文化

TFU リエゾンゼミ・ナビ『学びとの出会い』

５．環境問題について考えよう
環境問題－地球を守るために私たちに何ができるか
１

環境問題の現状
2007 年 2 月に、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）から、地球環

境異変(global environmental change)の中心的問題である「地球温暖化」
は人間の行動が原因であるという公式の見解が示された。それ以来、一気
にさまざまなメディアを通して地球温暖化対策が取り上げられるようにな
った。それ以前にも環境科学や医学・生物学から、病原菌の耐性化や生態
系の変化、環境ホルモンによると思われる生殖機能の変化、絶滅危惧種の
激増など、地球環境の異変に関する警告は書物や報道を介してしばしば発
せられてきた。しかし、現実には多くの人々の環境にたいする危機意識は
乏しく、報道を目にし耳にしても、現実の生活に戻ればもはやそのとき抱
いた感想は忘れ去られ、再び日常の流れの中に身を置くことの繰り返しで
あるように思われる。

IPCC

Intergovernmental
Panel on Climate
Change
地球温暖化に関する科学
的知見を収集・整理する政
府間機構。評価報告書を数
年おきに発表している
（2007 年は第４次評価報
告書）
。
病原菌の耐性化
病原菌が薬剤に対して抵
抗性を持つようになり、薬
剤が効かなくなること。農
業の分野では、1970 年代
より殺菌剤に対して耐性
を持つ植物病原菌が現わ
れ、年々増えている。

グローバル・チェンジがなぜここまで進行してしまったのかその理由
を考えてみると、
①環境異変の中で最も重大な地球温暖化も微弱な変化
なため、私たちの感覚器官では感知できない。②北半球の温帯地域にあ
る先進諸国に原因があるとされる環境異変も、それが顕著に現れるのは、
距離的に遠く離れた極地や乾燥地帯、熱帯である。③問題が発生するま
でに時間がかかり、上記②とあわせ、因果関係が特定しにくい。④環境
異変の報道がなされても、対岸の火事のように自分には無縁という意識
が多くの人にあり、具体的な対応行動が生じにくい。⑤環境異変の因果
関係について、十分な啓蒙が行われなかった。⑥IPCC の報告も 2007
年の 2 月であったように、重大な事実の公表には時間がかかる。⑦人
は快と安楽を求める傾向にあり、環境保全のためとはいえ、それまでの
生活のスタイルを変えにくい。以上の７点があげられる。

問題１－１：地球温暖化の原因と考えられるものをあげてみよう。
問題１－２：最近、日本の環境に何か今までとは異なる変化が起こっ
ているか？
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環境ホルモン
生体内でホルモンに似た
作用を起こして内分泌系
を攪乱する化学物質。ダイ
オキシン、ポリ塩化ビフェ
ニール(PCB)、ビスフェノ
ール A などがある。1980
年代より生物の奇形や生
殖機能の変化、性行動の異
常などがみられるように
なった。T.コルボーンらが
1996 年に『奪われし未来』
（増補改訂版、長尾力・堀
千恵子訳、翔泳社、2001）
を出版し、環境ホルモンの
存在を明らかにした。
絶滅危惧種の激増
『絶滅危惧動物に関する
IUCN レッドリスト』によ
る と 、 2006 年 版 で は
16,118 種、2007 年版では
16,306 種、2008 年版では
16,928 種、2009 年版では
17,291 種、2010 年版では
18,351 種であり、毎年増
えている。

２

私たち人間の何が環境を破壊したか

〔１〕共有地の悲劇
私たちは集団の中にあって、ときとして“自分１人ぐらい”という
気持ちにかられ、ついつい皆との約束を破ってしまうことがある。時
間に遅れる、作業の手抜きをする、決められた量以上に収穫する等々
である。ハーディン（Hardin,G. 1968）は、限られた広さの牧草地を
共有する集団のなかで、一軒でも羊を協定より多く放牧することがあ
れば、同様の行為を誘発し、結果的に増えた羊によって放牧地の牧草
をすべて食い尽くされることになるという、
「共有地の悲劇」と題され
る論文を発表した。この論文において、
「共有地の悲劇」のような難問
を科学的技術によらずに解決する方法を問いかけたのである。この「個
人による集団のルールを無視した利益追求が、集団全体に不利益をも
たらし、結果的にはルールを無視した本人にも不利益をもたらしてし
まう」現象を、
「社会的ジレンマ social dilemma」と呼んでいる。

〔２〕社会的ジレンマとドーズの理論
山岸（2001）はドーズ（Dawes,R.M. 1980）による社会的ジレンマ
の定義づけと特徴についての記述を次の３点にまとめている。①「協
力」あるいは「非協力」の選択可能性の存在。②個人的には「協力」
の選択よりも「非協力」の選択の方が利益をもたらす。③全員が個人
的に有利な「非協力」を選択した場合、結果は全員が「協力」を選択
した場合よりも悪くなる。同書で山岸は、決してガリガリの利己主義
ではなく、相手の態度や状況を的確に判断しながら自己犠牲的になら
ない柔軟な適応の仕方が社会的ジレンマを解決する最も妥当な生き方
として紹介している。この生き方ではさまざまな戦略が用いられるこ
とになる。たとえば、こちらの配慮が相手に通じなければ利己的にな
らざるを得ないであろうし、やられっぱなしではなくやり返すことも
必要となる。ときには飴と鞭も必要になろう。しかしながら、この利
他的でもある利己主義が生き方として意味を持ち、社会にとっても意
義をもつためには、相互に利益への要求を満たしあえるような適合的
関係があることと、なんといっても“相手を信じる心”が必要となる。
この人を信じる心は、人の発達過程を通して形成されるものであって、
とくに最初にクリアしなければならない極めて重要な課題である。こ
の意味で、人を信じる芽をつんでしまうことになるよる幼児や児童の
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虐待は、人道的にも社会にとっても最も否定されなければならないこ
とである。

〔３〕シュプランガーの人間の価値意識と環境問題
人間の行動は、その人が日ごろ重視している価値観に影響を受ける。
シュプランガー（Spranger,E. 1914）は、人間のタイプをそのもっぱ
ら依拠する価値に基づいて分類した。
a） 理論型：合理性・客観性を重んじ理論的に考える
b） 経済型：功利的で効率を考えて行動する
c） 芸術型：美と調和を重んじる
d） 政治型：権力を志向し人を支配しようとする
e） 宗教型：聖なるものを求め宗教への関心が高い
f） 社会型：人や社会に役立つことを重視する
の６類型である（今田 1966）。
いうまでもなく、人間の行動は多様な価値観に基づくものであって、
単一の価値意識によってのみ動機づけられるわけではない。私たちはさ
まざまな価値意識をもちながら、状況に応じて妥当と思われる行動をと
るよう努めている。環境問題は、人の行動を規定するこの価値観の問題
を避けては通れない。確かに大きな環境破壊とくに自然環境の破壊のな
かには、経済的価値重視から生まれた身勝手な願望が、政治的力によっ
て実行されたものが少なくない。このような行為は国際的協定によって
何とか歯止めをかけなければならないが、私たち自身も日々の生活にお
いて価値観の転換や修正を必要とされることを認めなければならない
（小松・木村 2010）
。

問題２－１：“ワカッチャイルけどやめられない”ことや“ヤラナクチ
ャと思いながらはじめられない”ことにどんな例があるか。どうした
らこの問題を解決できるか？
問題２－２：自分は主にどのような価値意識に基づいて行動しているか、
内省して見よう。

３

環境の回復は可能か

〔１〕ティッピング・ポイントの存在
地球はこれまでそのキャパシティによって、人間の身勝手な行動を
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E.シュプランガー
(1982-1963)
ドイツの教育学者、哲学
者、心理学者。
ディルタイの世界観論の
影響を受けて、『生の諸形
式』(Lebensformen)を著
し、6 タイプを提起した。
『文化と性格の諸類型〈第
1･2〉』
（伊勢田燿子訳、明
治図書出版、1961）、『人
間としての在り方を求め
て－存在形式の考察』（村
田昇・山崎英則訳、東信堂、
1991）、
『文化と教育』
（村
井実・長井和夫訳、玉川大
学出版部、1983）など参
照。

我慢強く受け入れ、また耐えてきた。しかしながら地球の忍耐も、ち
ょうどバネが圧力や引っ張りに対し限界に達したときにその弾性を失
ってしまうように、回復不能の事態に至る。この臨界点をティッピン
グ・ポイント（tipping point）という。生態系をはじめ、地球環境の
ティッピング・ポイントがどのあたりにあるのかは不明である。いず
れにせよ、この臨界点に至る前に環境悪化を食い止めなければならな
い。すべての責任は人類にある。

〔２〕今どのような試みがなされているか
地球環境の危機に関する情報が行き渡るにつれて、実に様々な試みが
なされており、いろいろなメディアを通して紹介されている。
（１）地域でできる発電・配電システム―スマート・グリッド
スマート・グリッド(smart grid)は、オバマ・アメリカ大統領による
グリーン・ニューディール(Green New Deal)計画にあるエネルギー対
策の一つである。つまり賢い電力システムの具体案であって、従来の
原子力、火力、水力発電のような大規模集中型の発電ではなく、小規
模分散型の発電システムである。その内容は、地域内の各家庭が小型
の風力発電機や太陽発電パネルを備え、その発電した電力を自動車（と
くに電気自動車）のバッテリーに蓄える。その地域の各家庭はお互い
に電力網で結びつけられているので、電力が必要な時に相互に電力を
供給しあえ、余った電力は電力会社に売ることもできる。しかも災害
からの復旧が早い。国土が狭く、台風や地震の多い日本にはぴったり
の電力システムと思われる。
（２）人力による発電
太陽光や風力、潮流や地熱など、自然のエネルギーを利用した発電
はかなり一般的になりつつあるが、人の動きによる発電は始まったば
かりである。圧力や振動を加えると電気を発生する素子を圧電素子と
いう。これらを仕込んだプレートを駅の改札口などのような人通りの
多いところに敷いて、発生した電力を集め蓄電して、照明など消費電
力があまり大きくない機器に用いる。私たちが着る衣類に装着したり、
靴に仕込んだりする方法なども考案されている。
（３）厄介ものの活用
自然界の生態系は人間が不用意に手を加えられない神秘的なメカ二
ズムがある。人間にとって役に立たないからといって厄介者扱いをす
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るのは、人間の傲慢というものであろう。しかし、人間の知恵はその
ようなものでもうまく活用する術を見つけだす。オニヒトデはサンゴ
や私たちが食用としている貝類を食い荒らす、海の嫌われ者の代表的
存在で、捕まえても肥料にするくらいしか活かし方がなかった。とこ
ろが最近の研究で、オニヒトデの出す粘液中のサポニンが養殖魚の病
気に効くことが分かり、応用に道が開けつつある。生態系のバランス
を維持しながら、人間生活への自然の持つ力の応用をはかることも、
今後積極的に進められるべきと思われる。

問題３－１：“ソーラー株”とは何か？
問題３－２：いま期待されている資源“メタンハイドレイト”とは何
か？

４

環境問題の意識と行動の隔たり－ディスカションの
効用

〔１〕わかっていても、理解できても、実行できない
地球環境が危機的状況に近づき、私たちにも環境を守るための行動
が強く求められている時代はかつてなかった。しかし私たちは、どん
なに深く環境番組の深刻さを理解しても、テレビを見終わった後の行
動が以前のままで、ちっと変わっていない事実に気づくことがあるだ
ろう。これはなぜなのだろうか。
この意識と行動の隔たりについては、環境配慮行動の二段階モデル
と二重動機モデルから説明される（広瀬 2008）
。二段階モデルによる
と、環境問題に接したときに、
「環境がどれほど危険な状態にあるか」、
「そのことへの私の責任性はどれほどか」、「私に行えることはどれほ
ど有効か」などの第一段階の環境認知が行われる。これによって環境
に対する一般的態度である「目標意図」が形成される。しかしその意
図も、次の第二段階でサポートを受け、
「行動意図」となって環境配慮
行動として実行されるとは限らない。たとえば、
「行動意図」は「環境
のために行う行動がどれほどのメリットとデメリットをもたらすの
か」、「その行為は社会的に高い評価を受けるものなのか」、「はたして
自分に実行可能なのか」などの評価を前提とする。したがってこの段
階で支持を受けなければ実行されることはないのである。
二重動機モデルでは、
「目標志向型決定」といわれる環境配慮行動を
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やろうとする動機的プロセスと、これとは反対の「状況依存型決定」
といわれる、ある行動場面で環境配慮を怠るような行為を許す動機的
プロセスが仮定される。これら二つのプロセスのどちらが強いかによ
って、その時の行動が決まるというモデルである。
ではどうしたら環境配慮行動を実行する可能性が高まるのか。その
ための有効な方法の一つは、環境問題については、そこに同席した人
たちと議論することによって、何か共通の意思決定に繋げることであ
る。そうすれば、一人の場合よりもはるかに実行の可能性が高まるで
あろう。

〔２〕今どのような試みがなされているか
いわゆる“３R”（reduce、reuse、recycle）は、私たちにできる環
境保全行動のなかで、私たちが毎日出すごみ対策のために掲げられた
スローガンであるが、この短い表現の中に、私たちのこれまでの生活
の姿勢を改めさせ、価値観の転換を促す極めて重要な意味が込められ

3R 運動
reduce：ゴミを減らす。
reuse：使用済みになった
ものを再使用する。
recycle：ゴミを再生資源
として再利用する。

ている。かつての日本人の生活では、贅沢や無駄は戒めの対象であり、
質素倹約、質実剛健、清貧などの言葉が意味する生活スタイルが、望
ましいものとして受け入れられていた。それがいつの間にかこれらの
言葉はその価値を失い、消費することをよしとする考えが広まるにい
たった。いうまでもなく、消費は様々な経済活動を生み出す大事な行
為であるが、物をむやみに買い込み、十分に使いきることもなく捨て
てしまうような行為は、ごみを多量に出すばかりであって、是非とも
改められなければならない。
また、私たち日本人には「空気や水は“ただ”」の意識があり、幼い
ころよりそのありがたみを痛感するような切実な体験に乏しい。国際
的にみれば、日本人はまれにみる美しく豊かな環境の恩恵に浴してき
た民族なのである。1000 年に一度の大震災にあって、私たちは今その
ことを身にしみて感じている。

＜ディスカッションのために＞
ごみ処理や大気・水質汚染、水不足などの問題を含め、ここで、改
めて CO2 など温室効果ガスの排出、エネルギー危機、食糧不足による
飢餓、人口増加、生物多様性の減少などについて、その改善のために
私たちに何ができるかをみんなで考え、意見を出し合おう。
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東日本大震災による水道
の断水と復旧状況
2011 年 3 月 11 日に三陸
沖を震源とするマグニチ
ュード 9.0 の巨大地震が
発生、さらに３つの地震が
連動して発生し、大規模な
津波、液状化、建造物倒壊
による甚大な被害をもた
らした（死者・行方不明者
約 2 万人、全壊・半壊 27
万戸以上、避難者 40 万人
以上）。水道、電気、ガス
のライフラインも断たれ、
ガソリン不足・食糧不足に
も陥った。その後の厚生労
働省発表では、水道断水約
226 万戸（余震による断水
を含む）について、3 月
20 日時点では 120 万戸復
旧、
3 月 26 日時点では 160
万戸復旧、4 月 17 日時点
では 215 万戸復旧（6 県約
11 万戸断水）であった。

問題４－１：ごみの分別によってどのような利得がもたらされるか？
問題４－２：昔から早寝早起きが推奨されてきたが、実際にどんなメ
リットがあるか？
問題４－３：排出権取引とは何か？
問題４－４：フードマイレージとは何か？
問題４－５：美食・飽食の国、日本の責任は？
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環境配慮行動を実行するため
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環境配慮行動って具体的にどんなこと？



自分にも実行できる環境配慮行動は何か？



環境配慮行動を怠る状況は何か？避けるには？

いつまでも美し

割り箸を使わず、

紙の使用を減らし、紙の

く青い地球でい

マイ箸を使うなん

裏を再利用し、紙をリサ

てほしいわね

いき

て、
“粋”だねー
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イクルに出すことかな

