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環境資本主義で経済の活性化
花澤理事長

本格的な政策提言の年にしたい
理事長

花澤 義和

理事会で
環境政策研究所の
発足が決定

環境セミナーの日程を発表

2010 年も 1 ヶ月あまりが過ぎましたが、景
気が回復してきている諸外国に比べると、わが
国は相変わらず先行きが見えず、日本一国が取
り残されている、といっても過言ではありませ
ん。環境関連も、各分野とも経営環境は悪く、
厳しい状況です。
鳩山総理は、温室効果ガスを 2020 年までに
1990 年比で 25％削減する中期目標を国際的に
表明しました。これは我々の生活にダイレクト
にかかわってくる問題で、目標達成に向けたコ
ンセンサス作りが早急に求められています。低
炭素社会構築をベースとし、私たちが提唱して
いる「環境資本主義」の議論をきちんとしなけ
ればならない時期にきていると思います。
「環境資本」とは、豊かな自然環境とそれを
維持・発展させるための技術であり、日本とい
う国を運営し世界のリーダーたらしめるために
必要不可欠な重要な資本です。そして、今この
「環境資本」こそが各産業と融合して経済の活
性化を生み出し、雇用を創出する源泉になるの
です。
いずれにせよ内需喚起、雇用創出、安心・安
全・信頼を図る循環型社会の構築に向け、勇気
を持って 2010 年の端緒を切り開いていきたい
と考えます。今の時代、コラボレーションによ
る「協創」が必要な時代になってきています。
このエコリンクでの活動を通じ、今年度以降は
業界の触媒として技術をベースとした本格的な
政策提言に取り組みたいと考えます。

環境国際総合機構

1月15日に東京・中央区の銀座
アスターで、NPO 法人・環境国
際総合機構の第25回理事会が開
かれた。席上、清水博事務局長か
ら 活 動 報 告 と し て、昨 年11月8
日に神奈川県・川崎市のホテル
KSP で行われた環境福祉学会
の公開シンポジウムの模様が話
された。
シンポジウムでは、花澤理事
長がパネルディスカッションの
パネラーとして登壇。原子力船「むつ」のアス
ベスト処理、BSE 処理問題に取り組んだ経験、
社会貢献のために NPO 法人環境国際総合機構
を設立した経緯と活動状況、環境福祉に対する
提言などを話した。
今後の活動としては、新たに環境政策研究所
の発足が決定され、所長に田邉敏憲名誉顧問が
就任することが承認された。また、今年度は
12 月までに４回のセミナーを行うことが発表
された。
セミナー開催予定
テーマ：
「政治による日本の成長戦略」
講師 田邉敏憲氏（環境政策研究所所長
／元富士通総研主任研究員）
テーマ：
「中国の環境産業事情」
か りゅう

日
場

講師 柯 隆 氏（富士通総研 主任研究員）
時：3月9日（金）15：00 ～ 17：00
所：東京都中央区ハイテクセンター（予定）
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温故知新と常識脱却からの
新しい発想
これが新しい環境対策 技術の開発に不可欠
環境国際総合機構

会長

宮田 秀明

宮田秀明会長

わが国においては、推計で 50 万件以上もの
膨大な数の土壌汚染地域があり、13 兆円にも
のぼる処理経費が必要であると推定されてい
る。この推計を裏付けるように、2003 年の「土
壌汚染対策法」施行以降における土壌汚染調
査件数は、経年的に急増の一途を辿っており、
2007 年度では 1,371 件に達した。このような増
加傾向は、今後もさらに続くものと思われる。
これら土壌汚染のほとんどは、過去の事業に伴
う負の遺産であり、汚染化合物は鉛・カドミウ
ム等の有害な重金属、ヒ素・ホウ素等の有害な
非金属、トリクロロエチレン・ベンゼンなどの
有害な揮発性有機物、及びダイオキシン・ポリ
塩化ビフェニル（PCB）等の有害な有機物、あ
るいはこれらの複合物である。
2005 年に発効した「残留性有機汚染物質に
関するストックホルム条約（ストックホルム条
約、POPs 条約）」によって、わが国では 12 種
類の指定物質である塩素系化合物について、埋
設物やストックパイル等を含めて 2027 年まで
に廃絶することが義務づけられた。指定物質の
PCB を廃絶するため、わが国では「ポリ塩化
ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する
特別措置法（PCB 特別措置法）」を 2001 年に
施行し、現在、2016 年度を目途として PCB 廃
棄物の無害化処理が進められている。
有害物質の対策が急務
しかし、近年、上記の PCB 廃棄物以外に、推計
で柱状トランス以外の電気機器等が約120万台、
柱状トランスが約330万台、OF ケーブルが約
1,400 km に微量 PCB が混入されていることが

判明した。このため、2009年11月10日に「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部
改正等が行われ、POPs 条約に照らして 2027年
度までに微量 PCB 混入廃電気機器等の無害化
処理することが決められた。
また、2006 年には、これまで知られていな
かった超高濃度のダイオキシン汚染源が明らか
にされた。これは、世界中で大量に使用された
塩素系農薬（DDT、ディルドリン、五塩化フェ
ノール）、枯れ葉剤の 2,4,5-T や工業製品の苛性
ソーダ等の製造プラント残渣及び塩素系農薬の
BHC（現在は HCH と呼ばれる）の製造廃棄物
であり、いずれも超高濃度のダイオキシンが含
まれており、世界中に埋設されていることが指
摘された。
以上のように、わが国をはじめ世界各国とも
に負の遺産を含めた有害物質の対策が急務と
なっている。しかし、現時点では処理経費が極
めて高額なため、処理がはかどっていない状態
である。
各種元素の存在状態を把握
鉱山開発に起因してインド北部からバングラ
ディッシュの地下水は高濃度ヒ素に汚染され、
数千万もの人々が地下水飲用のためにヒ素中毒
被害を受け、毎年多数の人が死亡している。ヒ
素除去のためには逆浸透膜装置が有効である
が、その稼働に電気が必要なことや高価なこと
から、汚染地域の使用は極めて限定的である。
しかし、ヒ素は鉄と共存する自然形態に着目し
て、地下水中のヒ素吸着除去剤として最も経済
的で電気が不要な酸化第一鉄材が発見された。
また、鉄は硫黄と共存する自然形態に着目して、
硫黄が汚染土壌中の鉄やニッケル等の不溶化剤
として有効であることが指摘されている。
す な わ ち、
各種元素の
自然におけ
る存在形態
は、最も安
定な構造を
し て い る。
このような
自然におい
て持続して
いる存在形

態を知ることにより、土壌中の有害な金属や非
金属の吸着・固定をするための新しい技術の開
発が可能となる。「温故知新」という諺（こと
わざ）の意味を噛みしめ、自然の存在状態を把
握することが、今後の環境問題対策技術の一助
となるものと確信する。
常識は“非常識”
一般に、ガス成分は空気よりも軽いという常
識がある。しかし、身の周りの物質で空気より
も軽いものは、水蒸気、アンモニア、水素、一
酸化炭素など極めて少ない。ほとんどの物質は
空気よりも重い。このことは、平均分子量の一
覧表を作成すると一目瞭然である。しかし、ガ
ス成分は空気よりも軽いという常識から脱却で
きずに、空気よりも重い硫化水素を吸入してマ
ンホールの底で死亡する事件が多発する。また、
PCB の除去工事現場の換気扇が上部に設置さ
れているという非常識なことが起こる。同様な
ことはシックハウス用空気清浄機等の多くの事
例が散見できる。このような“常識の非常識”は、
近年、世界各国で大きな社会問題となっている
新型インフルエンザウイルス用のマスクや空気
清浄機の抗ウイルス剤でも見ることができる。
これらの製品に使用されている抗ウイルス

コラム

近隣諸国との友好と
静脈産業の関係
何かとゴタゴタしている鳩山政権だが、首相
が提唱した「東アジア共同体」構想に注目して
いる人物がいる。財団法人・日本環境衛生セン
ターの奥村明雄理事長だ。
わが国は、超高齢社会になってきており、こ
れからは人口が減少することが予測される。こ
のような状況で、経済成長を達成していくため
には生産性を思い切ってあげていく、付加価値
の高い、どちらかといえばサービス産業を発展
させていく、そのような方向が重要となってく
ると指摘しながら、「急速に経済発展を遂げつ
つある中国、それに続くインド、ベトナム等ア
ジア地域が世界の成長センターとなっている現
状を踏まえ、わが国は、まさにそこに隣接して

剤のほとんどは、ウイルスを死滅させる抗菌剤
である。しかし、いずれの抗菌剤もウイルスを
死滅させるためには、ウイルスとの接触時間が
10 分以上必要である。即ち、現実的に新型イ
ンフルエンザウイルスに有効な製品は極めて少
ない。ウイルスを死滅させるという常識から脱
却することが有効な製品開発に不可欠である。
このような観点から、筆者は、化学反応を利用
して新型インフルエンザウイルスを瞬間的に固
定化できるラワン材炭化物の新規ウイルス吸
着・固定素材を開発することができた。
以上のように、常識が非常識になっているこ
とも多い。常識からの脱却が、今後の経済的な
新しい環境対策技術の開発に不可欠である。
いるという地の利を得ているわけで、わが国も
これらの国々との垣根を低くし、ともに発展し
ていく方策を講じなければならない」と、近隣
諸国とのいっそうの友好拡大を提言している。
わが国は、環境面では技術的にも進んでおり、
アジア地域に大いに貢献できるポジションにあ
る。従来型のものづくり企業よりは、環境配慮
を前面に出した企業や静脈産業の進展が大いに
期待される。

訃報

田代昌士（たしろ まさし） 平成21年11月11日、
肺炎のため急逝。環境国際総合機構では、顧問、
環境資源化学研究所所長として活躍、大きな功
績を残した。享年76歳。
志賀正良（しが まさよし） 平成21年12月18日、
肺炎のため死去。環境国際総合機構では、顧問・
環境格付け委員会座長として多大な貢献をし
た。享年79歳。
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地球温暖化と新年の試論
オープンイノベーションが必要な時期
鳩山総理大臣が就任直後、国連の会議に出席
した際、
「 温室効果ガスを 2020年までに 1990年
比で 25％削減する」との発言は世界中で大きく
取り上げられた。この「地球温暖化問題」は、先
月、コペンハーゲンで開催された気候変動枠組
条約第15回締約国会議（COP15）合意に向けて
の布石であったはずである。しかし、世界の政
治家たちは、気候変動の深刻な悪影響を避ける
ために平均気温の上昇を 2度未満に抑える文書
には「take note（留意する）」という表現にとど
まっただけであり、国際的合意からは遠い形の
ものとなった。
実際、世界のリーダーたちが提示した削減
目 標 を 足 し 合 わ せ る と、世 界 自 然 保 護 基 金
（WWF）の推計では、3度またはそれ以上の気
温上昇につながるものである。志はよくても及
び腰の約束では、われわれの地球を危険な気候
変動から守るには、断じて不十分である。豊かな
国々と貧しい国々が、従来にない全く新しい方
法で協力しないと、この危機は乗り越えられな
いと考える。
他方、経済成長を通じた豊かな国民生活を
ゴールとする共通の目標があった時代を経て、
現在、豊かな国と位置付けられている我が国は、
さらなる発展をして持続可能な社会を目指すに
は、国のアイデンティティ、共通の価値観を持つ
必要があるのではないだろうか？すなわち資
源・環境制約を成長の制約ではなく、むしろ成長
の糧とする前向きな考え方に立ち、世界に先駆
けて低炭素社会を実現すべきであろう。
具体的にその姿を世界中にアピールするに
は、我が国の強みである技術力、例えば革新的
太陽光発電、蓄電池、および炭素捕捉システム
（CCS）の技術開発などに大胆に政策資源を集中
投入し、イノベーションを加速する必要がある。
実際、資源生産性をめぐる諸外国との厳しい競
争を考えれば、イノベーションのスピードアッ
プと効率性の向上は喫緊の課題である。企業や
組織の壁を越えて知を融合する「オープンイノ
ベーション」がまさに今必要な時期である。共同

産業技術総合研究所
ナノテクノロジー部門

有村 隆志

研究の早期事業化や知的財産の有効活用を迅
速にするため、鉱工業技術組合法等の法律改正
を行い、および独創的な技術を持ちながら事業
の芽が出ない中小企業の製品に公的研究機関
がお墨付きを出す仕組みを整備し、研究開発の
成果が社会にいち早く出て行くようにするべ
きである。
加えて、我が国のもてる環境力・技術力をグ
ローバルに展開し、世界に先駆けて低炭素社
会の姿を示す上で最も有力な方法は、内外のデ
ファクト・デジュールスタンダード作りのイニ
シアティブをとることである。また、環境に配慮
する事業者に資源を提供する投資家、地域住民
や事業者と行政をもつなぐ NPO 等の民間団体、
およびすべての施策に環境の視点を組み込み、
住民や事業者をバックアップする行政とのコラ
ボレーションを育てるべきである。
地球温暖化の進行には、我々の日々の活動す
べてが大きく関係しており、その悪影響は、将来
の世代まで永く続くので、すぐにでも手立てを
講じてこの問題に立ち向かう必要がある。しか
し、地球温暖化問題の解決のために我が国の美
しい文化や豊かさまでも犠牲にする必要はない
と思っている。すべての市民が豊かな生活を体
現し、温室効果ガスの排出を抑制可能にした社
会、
「経済と環境の両立というトレードオフが実
現された社会」を構築するべく活動を承りたい
と思っている。
2010年2月発行
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