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ま　え　が　き

著者らの恩師でもある故大竹一友 教授は，座右の銘であった「脱・常識」

を後世の研究者に残した。ここでいう常識とは，人類が研究を積み重ねて継承

し，科学で知り得た自然の仕組みのことである。科学とは，「普遍的な真理や

法則の発見を目的として，一定の方法に基づいて得られた体系的知識」（『精選

版 日本国語大辞典 1巻』（小学館，2005年））のことである。恩師は，この

体系的知識につねに疑問をもって自然を見つめる姿勢を説かれていたと著者ら

は受け止めている。

ニュートン力学が，相対性理論の発見によって限定的な範囲で成立する力学

として認識し直されたように，現在われわれが体系づけて学習している知識

も，まだまだ不完全であるかもしれない。この点において，学問を探究するモ

チベーションが存在するものと考える。

本書では，化石資源によるエネルギー基盤から科学による新しいエネルギー

基盤への変化が，人口増加，食糧自給などの地球規模での課題に応えられるか

どうかが焦点となる。この議論をする際には，地球の再生回復可能性や地球の

有限性についても言及することを忘れてはならない。科学者達は新しいエネル

ギー基盤を実現しようと，地上の太陽と称される核融合エネルギー，究極の再

生可能エネルギーとなる人工光合成によるバイオマス資源の創生などに不屈の

精神で取り組んでいる。

「環境と社会」の問題点を徹底的に掘り起こすと「科学の発展により人類は

自然と共生ができるのか」に尽きる。食物連鎖の頂点に位置する人類が自然と

共生する難しさを乗り越えるためには，精神論や宗教的な考えも組み入れる必

要性を感じる。

仏典において説かれる「功
く

徳
どく

」と「廻
え

向
こう

」の仕組みの考えには，科学的，工

コ
ロ

ナ
社



学的な考えとの共通点が存在する。例えば，仏典の教えには，「徳を積む」，

「徳を分け合う」などの考えがある。ここでは，「徳」が物質として存在してい

ると考えられている。その物質が「廻向」により移動し，全体として保存され

て，また元に戻るのである。すなわち，物質の保存法則とエネルギー保存の法

則が成立していることになる。さらに，「輪
りん

廻
ね

」により世代を超えて循環する

のである 1）†。

そう考えると，長くても 300年ほどが化石資源社会だとすると，その化石資

源により社会を形成している期間は宇宙の歴史から見れば一瞬であり，化石資

源のない時間が全体としては流れている。少なくとも，化石資源を発見するま

では，牛や馬で耕作し，水車で脱穀し，薪を熱源とした自然と共生した暮らし

が成立していたことは事実である。したがって，化石資源社会の後には，また

自然との完全なる共生が実現するのかもしれない。

国際連合（United Nations，以下，国連と略記）が掲げる持続可能な開発目

標（sustainable development goals，SDGs）の大命題である「誰一人取り残さ

ない」社会の実現は，誰しもが願うことであり，誰しもがその困難さを感じて

いる究極の前提である。その前提を実現するために 17の目標が掲げられてい

る。その難しさの本質は，国連難民高等弁務官事務所（The office of the 

United Nations High Commissioner for Refugees，UNHCR）の弁務官として，

世界中の宗教や民族間の対立により生じた難民救済に真正面から取り組んだ，

わが国が世界に誇れる「小さな巨人」こと故 緒方貞子先生の著書『共に生き

るということ』2）から学ぶことができる。先生は「歴史を学び，他者を学び，

つねに先のことを考える」という教訓とともに，「be humane」（人間らしさに

徹底せよ）という思想（哲学）を後世に残し，「100年後のみなさんへ」とい

うメッセージを紡
つむ

いでいる。

われわれは，よい環境とは何か，よい社会とは何かをつねに振り返りながら

（ルックバック），身近な環境の変化から地球規模（気候変動，異常気象など）

ii　　　ま え が き　

†　肩付き数字は巻末の引用・参考文献の番号を表す。
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の変化まで，あらゆる業界，分野や領域において，その本質を見極め，興味を

もって知ることが重要である。

未来社会は，新しいエネルギーを基盤とする「環境」と「経済」のバランス

をいかにとるかにかかっているといっても過言ではない。われわれはその両立

の難しさを，Covid-19（新型コロナウイルス感染症）の悲痛な経験を通して学

んでいるはずである。緒方先生は，「100年後のみなさんへ」のメッセージを

「他を引っ張っていける立派な人々と，国であってほしいと思っております」

と結んでいる。

学ぶことのモチベーションをしっかりもち，多くの知識と正しい判断ができ

る能力を身につけられることを切に願う。

本書は，全学部全学科の共通教養として，科学技術，公共哲学，環境倫理な

ど幅広く大学・高専で学び始める自然との共生を実現するための素養の礎を身

につけることを念頭に書かれている。特に，著作の機会となった近畿大学オン

デマンド講義の関係機関・関係者に敬意を表する。また，コロナ社には本書の

出版にあたり，その意義をご理解頂き，懇切丁寧に校正等を行って頂きました

こと，ここに深く感謝申し上げる。

2022年 2月

著　者
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1 .1　環境と社会の目指すところ

本節では，地球環境の成り立ちや生態系の基礎知識を学びつつ，人間活動が

もたらした環境問題について学習し，人が生み出した科学技術が社会や環境に

及ぼした影響を理解しつつ，将来に向けて問題意識をもち，サイエンスの視点

から解決策を導くための基盤を作ることを目標としている。さらに，人の健

地球上において生物は，環境からの影響を受けながら，たがいの相互作
用の中で生命活動を営んでいる。この生態系の中にあって，近年，人間社会
の活動が環境に悪影響を及ぼしていることが地球規模の異常な現象として顕
在化している。大気・土壌・水質汚染の問題，衣食住や社会環境の変化など
が動植物の生命，健康に影響を与えていることはほぼ間違いない。さらに産
業の発展やわれわれの生活環境の変化は，進行し続ける地球温暖化に確実に
影響を与えている。このような危機的な状況に鑑み，2015年には各国の政府
が合意のうえで，国連の持続可能な開発目標（sustainable development 
goals，SDGs）として表 1 .1および図 1 .1に示す 17 の目標（ゴール）を
掲げ，2030 年の目標達成に向けて動き出している1）†。
本章では，これら多岐にわたる環境と社会の問題を取り上げる。最近の

社会の変化が環境にどのように影響を与えているのかをサイエンスとしての
幅広い視野から学び，持続可能な社会形成に向けた取組みの在り方や問題意
識を知ったうえで，それらの解決策を考える。

 1 .　 環境と社会の目指すところ

†　肩付き数字は巻末の引用・参考文献の番号を表す。
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2　　　1． 環境と社会の目指すところ　

表 1 .1　SDGsの 17の目標

番　号 目　標

1 貧困をなくそう

2 飢餓をゼロに

3 すべての人に健康と福祉を

4 質の高い教育をみんなに

5 ジェンダー平等を実現しよう

6 安全な水とトイレを世界中に

7 エネルギーをみんなに　そしてクリーンに

8 働きがいも　経済成長も

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

10 人や国の不平等をなくそう

11 住み続けられるまちづくりを

12 つくる責任　つかう責任

13 気候変動に具体的な対策を

14 海の豊かさを守ろう

15 陸の豊かさも守ろう

16 平和と公正をすべての人に

17 パートナーシップで目標を達成しよう

図 1 .1　SDGsの 17の目標（ロゴ）
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康，生命の尊さを重んじ，サイエンスの視点から環境問題の原因と現状につい

て理解を深め，将来に向けて問題意識をもって解決策を提案・発信できるよう

になることを目指す。

以下にサイエンスにおける環境と社会の目指すところを整理する。

① 　地球規模の環境課題として，大気汚染・土壌汚染，水質汚濁，化学物質

の影響，さらに，近年顕在化してきたプラスチックごみの海洋生物への影

響などの問題を把握し，地球温暖化に伴う気候変動対策の現状や世界の取

組みについてその考え方を学ぶ。

② 　人を取り巻く社会環境の問題として，都市への人口の集中，劣悪な職場

環境，危険薬物の使用，衣食住の変化などにより発生する健康問題や，そ

の改善の取組みの現状について理解する。

③ 　日常生活の中で耳にする機会の多い環境問題の概要を正しく理解し，自

分なりの「持続可能な社会」に対する考えをもつ。

人の活動と環境の関わりを理解し，地球上のあらゆる動植物の生存のため

に，地球規模から人を取り巻く身近な環境まで多種多様な環境問題について学

ぶ。さらに，指標である SDGsを達成し，世界中の環境問題の情報を共有して

それらの改善に取り組む姿勢を養うため，ニュースや新聞などで報じられる最

新情報についてその原因や科学的な解決策を考えながら，読んだり聞いたりし

つつ学習を進めていく。また，この分野は，資源とエネルギー，技術者倫理，

さらに法工学と大きく関わっているので，それらとの関連性も含めて学習する

ことを推奨する。

なお，本書では表 1 .1，図 1 .1に示した SDGsの 17の目標のうち，おもに

No.2，4，7，8，9，11，12，13，14，15，16，17の成長目標の達成に関与し

ている。

まず，持続可能な再生可能エネルギーを基盤とする環境と社会の在り方につ

いて考えてみよう。例えば，2200年以降の世界のエネルギー状況を考えると，

化石資源はほぼ枯渇していると思われる。その頃にはどのようなエネルギー社

会が訪れているだろうか。太陽エネルギーを起源とする地球システムから取り

　1 .1　環境と社会の目指すところ　　　3
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出した再生可能エネルギーを用いた社会であることは間違いなさそうである。

図 1 .2に地球システムを利用した再生可能エネルギーのイメージを示す。

太陽エネルギーを起源とする地球システムからエネルギーを取り出すには，

直接的な転換技術と間接的な転換技術が必要である。代表的な再生可能エネル

ギーの転換について考えると，まず風力エネルギーは，地球表面での温度差に

よる空気の密度や気圧の変化によって生じる風から，つぎのようなエネルギー

転換システムを用いて取り出される。

 風が吹く ⇒ 運動エネルギーが発生 ⇒ 圧力差あるいは抵抗現象を利用して

力へと転換 ⇒ 回転運動エネルギーに転換 ⇒ 電磁力を利用したフレミング

の法則（Fleming’s rule）により起電流を発生 ⇒ 電気エネルギーに転換

また，水力エネルギーでは，「太陽エネルギーにより水は水蒸気となって上

昇して位置エネルギーを得，さらに風により移動し，気温や気圧による凝縮現

象で雨へと相変化し，その後再び太陽エネルギーによって水蒸気に戻る」とい

う循環システムを利用して取り出されている。

 雨が降る ⇒ 雨水が溜まって川へ流れる ⇒ 位置エネルギー（ダム発電）あ

るいは運動エネルギー（流水発電）が発生 ⇒ 回転運動エネルギーに転換 ⇒ 

電磁力を利用したフレミングの法則により起電流を発生 ⇒ 電気エネルギー

4　　　1． 環境と社会の目指すところ　

図 1 .2　地球システムを利用した再生可能エネルギーのイメージ図（解答は図 1 .5）

温度差エネルギー
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に転換

このように，太陽エネルギーを起源とする再生可能エネルギーのほとんどが

電気エネルギーを取り出す仕組みによって得られている。ただし，利用できる

太陽エネルギーは地球の自転や公転および月の引力などの影響を受ける。一

方，太陽熱を利用した仕組みも技術開発がなされているものの，太陽光集光お

よび蓄熱エネルギー技術にまだ課題があり，有効活用への活路を見出せていな

い現状である。

加えて，生合成を介して太陽エネルギーを間接的に利用する再生可能エネル

ギーとして，バイオエネルギー（bioenergy）がある。

 植物が空気中の二酸化炭素を取り込む ⇒ 生合成により水と反応させバイオ

マス（biomass）を生成 ⇒ バイオマスを直接燃焼あるいは生化学転換する 

⇒ 燃焼あるいは爆発現象が発生 ⇒ 回転運動エネルギーに転換 ⇒ 電磁力を

利用したフレミングの法則により起電流や熱・動力源が発生 ⇒ 電気エネル

ギーや熱エネルギーに転換

このようにバイオエネルギーは，地球システムにおける炭素循環を利用して

いるため，バイオマスの生成において，自然と炭素備蓄が介在することになる。

1 .2　SDGsの目指すところ

つぎに，世界的な取組みである「持続可能な開発目標 SDGs」を規範として，

それらの現状の理解と改善に向けた科学の在り方を幅広い視野で考える。

貧困と格差による連鎖を象徴する，途上国における BOP（bottom of the 

pyramid）†層の分布を図 1 .3に示す 2）。このピラミッドは，年間所得水準をも

持続可能な再生可能エネルギーを基盤とする環境と社会の在り方について，
自問自答しながら考えてみよう。

ルックバック

　1 .2　SDGsの目指すところ　　　5

†　BOP：経済ピラミッドの底を意味する。おもに途上国における経済的貧困層を指す。
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【い】
一次エネルギー 26
一般廃棄物 128
遺伝的影響 59
遺伝毒性 51

【う】
運輸部門 19 ,119 ,140

【え】
エクセルギー 29
越境汚染 54
エネルギー回収率 122
エネルギー収支比 36 ,122
エネルギー争奪 9
エネルギータイムカプセル
構想 62
エネルギー大量消費社会 9
エネルギー転換 29
エネルギー備蓄 77
塩分濃度差発電 47
塩類集積 163

【お】
温室栽培 162

【か】
カーボンニュートラル 

 35 ,121
カーボンリサイクル 18
海洋温度差発電 46
海洋プラスチック 55
海流発電 43
科学者の社会的責任 21
確定的影響 59
確率的影響 59

家電リサイクル法 106
カリ肥料 161
感覚中心主義 101
環境残留性 50
環境哲学 98
環境破壊 11
環境保全 99
環境保全型農業 163
環境ホルモン 53
環境倫理 101

【き】
技術者倫理 3 ,20 ,74 ,103
技術の社会構成主義 23
技術本質主義 23
逆電気透析発電 47
急性毒性 51
共進化 110
共　生 35 ,108
共生システム 112
共通モラル 20

【く】
グレイ 59

【け】
原　油 15

【こ】
高位発熱量 145
公　害 34 ,104
国際原子力事象評価尺度 61
国内総生産 14
コジェネレーション 146
個人モラル 20
固体高分子形燃料電池 

 126 ,150

固体酸化物形燃料電池 
 146 ,153
固体バイオエネルギー 70
国家備蓄 79
固定価格買い取り制度 35
ごみ固形化燃料 136

【さ】
再生可能エネルギー 3 ,10
産業廃棄物 128
三重水素 85
残留性有機汚染物質 55

【し】
仕組み 7
施設栽培 162 ,168
施設利用型農業 162
自然放射線 60
持続可能な開発目標 1
指定野菜 167
シーベルト 59
脂肪酸メチルエステル 135
重水素 85
住文化 99
出生率 14
食品廃棄物 81 ,135
食品ロス 81
植物工場 162
食文化 98
食物連鎖 111
神経発達障害 113
人工光型植物工場 165 ,169
人工光合成 83
人口動態 13
人工放射線 60
身体障害者 113
身体的影響 59
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浸透圧発電 47

【す】
水　耕 163
水　素 18 ,82 ,125 ,139 ,150
水素エネルギー社会 125
水素エンジン自動車 126
水素化植物油 135
水素燃料電池 145
水素パイプライン 143
水力エネルギー 4
ストックホルム条約 56
スマート農業 166

【せ】
生体蓄積性 50 ,55 ,161
生態ピラミッド 111
生物学的防除 52
生分解性プラスチック 68
精密農業 166
生命中心主義 102
石油製品 15
石油備蓄 78
ゼロエミッション 65
ゼロエミッション車 126
染色体異常 51
全体論主義 102
選択触媒還元 125
専門職モラル 20

【そ】
総合性 7
相利共生 108

【た】
太陽光利用型植物工場 

 165 ,169
ダイレクトメタノール 
燃料電池 149
団粒構造 163

【ち】
地球サミット 7
地球システム 10 ,25
窒素固定 160
潮流発電 45

沈黙の春 22 ,50 ,60

【て】
低位発熱量 145
ディーゼル酸化触媒 125
ディーゼル微粒子捕集 
フィルタ 125

哲　学 97
デュアルユース 23
電気自動車 126 ,140
天敵利用 52
電力分野 119 ,140

【と】
特定野菜 168
土壌微生物 160
土地利用型農業 162 ,166
トリチウム 85
トレファクション 120
トンネル栽培 165

【な】
内燃機関 120 ,124
内分泌撹乱物質 53

【に】
二次エネルギー 26
二次電池式電気自動車 126
人間中心主義 101

【ね】
燃焼灰 130
燃料電池 144
燃料電池自動車 125 ,150

【は】
ハーバー・ボッシュ法 160
バイオエネルギー 5 ,118
バイオコークス 120
バイオコークス化 61
バイオディーゼル 135
バイオプラスチック 68
バイオポリエチレン 68
バイオポリプロピレン 68
バイオマス発電 32
バイオマスプラスチック 68

ハイブリッド車 126
ハウス栽培 162
測　る 7
パトス中心主義 101
パリ協定 140
波力発電 43
半減期 59

【ひ】
微生物燃料電池 156

【ふ】
風力エネルギー 4
富栄養化 161
福島第一原子力発電所事故 

 59 ,61
不妊虫放飼 52
プラグインハイブリッド車 

 126

【へ】
平均寿命 14
ペイバックタイム 36
ベクレル 59
ペットボトル 66
片利共生 108

【ほ】
放射性物質 58
放射線 58
放射能 58

【ま】
マイクロプラスチック 56

【み】
民間備蓄 79

【む】
ムーンショット 93

【め】
メタノール 18

【も】
目標 7 8

　索 引　　　193

コ
ロ

ナ
社



【や】
薬剤抵抗性 51

【ゆ】
有効エネルギー 29

【よ】
養液栽培 163
容器包装リサイクル法 106
洋上風力発電 38
溶融炭酸塩形燃料電池 

 151 ,  157

溶融灰 130
幼児死亡率 14

【ら】
ライフサイクルアセスメント 

 121
ラッセル－アインシュタイ
ン宣言 22

【り】
リサイクル 65
リデュース 65
リファイナリー 16

リユース 65
理論発電効率 146
リン酸形燃料電池 150

【れ】
連産品 15

【ろ】
ローマクラブ 35
六次化産業 172
露地栽培 162
ロンドン条約 132

【数字】
3Rシステム 65

【B】
BDF 135 ,170
BEV 126
BOP 5
BPE 68
BPP 68
Bq 59

【C】
CCA系木材防腐剤 53
CCS 18 ,143
CCUS 18

【D】
DDT 50 ,56
DMFC 149
DOC 125
DPF 125

【E】
EPR 36
EPT 36

EV 126 ,140

【F】
FAME 135
FCV 125 ,150
FIT 35 ,70

【G】
GDP 14
Gy 59

【H】
HHV 145
HV 126
HVO 136

【I】
INES 61

【L】
LCA 121 ,125 ,170
LHV 145
LPガス 80 ,169

【M】
MCFC 151 ,157

MFC 156

【P】
PAFC 150
PCB 53
PEFC 150
PHEV 126
PHV 126
POPs 55

【R】
RDF 136

【S】
SCR 125
SDGs 1 ,5
SOFC 153
Sv 59

【T】
TBT 53

【Z】
ZEV 126
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