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次は何が？

17億年前の藻類
地球人だより

12 ぬうびじょんくらぶへの誘い

13 ぬうびじょんくらぶとは
14 川柳『地球』
プレゼント

放射能の恐怖に怯えるなど︑甚大

多くの犠牲者を出し︑その後も

いかがでしょうか？

へ変わって欲しいと思っています︒

時間の経過と共に良くなる﹂社会

観の社会から﹁皆が幸せを感じ︑

今さえ良ければいい﹂という価値

私は﹁自分達だけ良ければいい︑

のようになっていて欲しいですか︒

しょうか︒あるいはあなたは︑ど

て世界はどのようになっているで

年が経過した時︑日本は︑そし

２０４１年︒東日本大震災から

ルギーとは？

き︑安全で︑尽きる事のないエネ

皆が手軽に手に入れることがで

ょうか？

想的な 社 会 が 実 現 で き る の で し

でもどうやったらそのような理

るように︒

語り︑創り上げた社会を受け継げ

にも私たちの軌跡を自信を持って

にしてはいけません︒後世の人間

す︒多くの犠牲者や苦しみを無駄

生き残った私たちの使命は明確で

今のままではいけないぞ！﹂と︒

啓示を得ました︒﹁人間たちよ︒

アプレ・フクシマを
私たちはどう 生きるか

私たちはどう生きるか

な被害の代償として私たちは天の

も

など︑現在の仕組みを全て見直し︑
本当に皆が幸せで︑時間と共に良
くなっていく仕組みを自分たちの
力で創造して行かなければなりま

同じ時代に生きる同じ使命を持っ

なかなか難しいテーマですが︑

せん︒

安心して食べられ︑環境にも優

キャッチフレーズは﹃アプレ・フ

緒に追求して行きましょう︒

た同志として︑その可能性をご一

しい︑実りが年々増えていく農業
のあり方とは？
皆が健康で︑医療の世話になら

﹁アプレ﹂はフランス語の﹁後の﹂と

クシマを私たちはどう生きるか﹄︒

一人ひとりの持って生まれた可
いう意味︑
﹁フクシマ﹂は﹁3・ ﹂

ず︑長生きする方法とは？

能性を引き出し︑素晴らしい人生
へと導く教育とは？
若い人にチャンスを与え︑新し
い豊かさをもたらすサービスを創
造し︑雇用を生み出す金融とは？
皆が助け合い︑自然豊かな︑美

対談

しい︑笑い声が絶えない街づくり

渡邉 信 わたなべ まこと 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
1948年宮城県丸森町生まれ。東北大学理学部生物学科卒業。北海道大学大学院理学研究科
植物学専攻修了。国立公害研究所、
国立環境研究所を経て、2006年に筑波大学大学院生命
環境科学研究科教授に就任。石油生成藻類を利用した新エネルギー開発研究を実施している。

今回は藻からオイルを作
る お 話 で す ︒お 訪 ね し た の
は 筑 波 大 学 教 授の渡 邉 信 教
授 ︒従 来 の 油 を 生 成 す る 藻
︵ボトリオコッカス︶の︑さら
に 倍以上の生成能力のあ
る 藻︵ オ ー ラ ン チ オ キ ト リ
ウム︶を発見︒今 世界 中 から
注目されている研究者です︒
エネルギー問題というと︑
とかく原子力や自然エネル
ギーなどの電気の話にばか
りに議論が集中しがちです︒
し か し ︑石 油 が 枯 渇 す る ま
であと 年と言われていま
す ︒発 電 以 外 に 飛 行 機 な ど
の 燃 料 や 樹 脂 ︑そ れ に 薬 品
類など石油が不可欠な分野
が数多くあることを忘れて
はなりません︒

参画を歓迎いたします︒

くらぶ﹂共々︑皆さんの心よりの

活動母体である﹁ぬうびじょん

れました︒

界共通語となったのであえて選ば

や﹁東日本大震災﹂よりも今や世
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猪熊 弦一郎
（1902−93）
は、20
年間に及ぶニューヨーク生活の
後、
1975年にハワイで制作を始
めます。線で構成されたニューヨ
ークでの作風を残しながらも、
ハ
ワイの環境に影響を受けて、
より
明るく開放的な作品を描くように
なりました。
光合成では無く有機物を取り込んで増殖する
オーランチオキトリウムの培養器

（株）
三城ＨＤ 代表取締役社長

編集長 多根 幹雄

今回のテーマは
「エネルギー」
です。
エネルギーというとすぐ
「原
発」
を連想しますが、
今さえ良けれ
ばいい、
自分達さえ良ければいい
という今日までの考え方の象徴が
「原発」
だったような気がします。
新しいエネルギーを考えるにあ
たっては、
コストや、
目先の経済だ
けでなく
「時間と共にどんどん良く
なる、
かつ皆にとって良いエネルギ
ーはどのようなものか」
というような
判断基準が不可欠でしょう。
さまざまなエネルギーがある中
で私たちが将来の子孫のために
どれを選択すべきなのか。これか
らのエネルギーについて一緒に考
えていきましょう。
多根 幹雄
わた なべ

Neu Vision Club No.222

30

藻から生成されたオイル。
重油と同等の成分で
あるにもかかわらず、
透明でサラサラしている

藻からプラスチックを
渡 邉 来られた時にぜひお見せ
しようと思っていまして︑これが
ボトリオコッカスから取った炭化
水素のオイルです︒非常にサラサ
ラしています︒炭素数からいうと
重油くらいなのですが︑重油はド
ロッとしています︒これはサラサ
ラしていて綺麗です︒
多 根 そうですね︒本当に︒
渡 邉 それでね︑こういう物が
できます︒︵藻のオイルからでき
たプラスチックを取り出す︶
多 根 これはすごいですね！

ても絶対に作れないものを藻は

トだったのですが︑人間が苦労し
多

世界初ですか︒
多
藻自身は︑なぜオイルを

しょうか︒
作るのですか︒
いろいろ生物は取りすぎ

実は近赤外線への対策が大事で︑

関心が集中したかもしれないけど︑

ェクトは︑燃料を取るプロジェク

渡

今まで行っていたプロジ

目的に合わせた樹脂ができれば︒

いのではないかと思います︒特に

ですが︑僕はやっぱり樹脂が面白

奇心を持たれるのは非常にいいの

いう病気を起こすバクテリアがい

一番有力な説ですね︒リケチアと

菌を一緒に取り込んだというのが

真核生物が誕生した時に︑後期細

ら今のうちに︑それを作れるよう

なってしまうから大変です︒だか

から作る諸々の製品の材料が無く

がまた飛行機だけじゃなくて石油

には飛行機も飛ばなくなる︒これ

ています︒ということは︑

年後

年で枯渇すると言われ

奇想天外な技術開発をしようとい

らプラスが出てくるという︑その

れば︑今までゼロだった水処理か

もので︑藻類がその中で増殖でき

で︑そういう栄養がいっぱいある

っているようなものです︒

せん︒ほんと︑プラスチックを作

のすごく硬いのでなかなか壊れま

その時に炭化水素が必要です︒も

にアルジナンという厚い殻を作る︒

行く︒もうひとつは︑細胞の周り

イルを作って︑それを外に出して

ます︒そういう時に炭化水素のオ

邉

根

渡 邉 ええ︑藻から作っている
㌫の純度で作ってくれているのに︑
渡

にしないとまずいですよね︒

のは︒これを作ったのは2〜3年
渡
そいつにいきなり火をつけなくて
た熱とかエネルギーを逃がしてい

今までとは全く違うので

前です︒今までのプラスチックは
ル酸エステルのような︑可塑剤の
も⁝と︑僕がいつもこぼしている

根

分子が短く硬くなるのですが︑こ
いらないものができれば︑体にも
話です︒

はい︒柔らかくて︑フタ

れは分子が長く︑柔らかいという
安全なものだと思いますね︒

邉

か︑可塑剤のいらないプラスチッ

白内障も近赤外線の影響であると

るのですが︑ゲノムサイズが非常

皆が油というと燃料に好

いう研究もあります︒近赤外線を

に小さいです︒多分それが入っ た

根

カットする樹脂ができれば素晴ら

邉

はい︒もちろん︒オーラ

のであろうと言われています︒

水処理で東北支援
東北だけの特別な復興プ

それから︑福島の方でも具体的
な話が出てきておりまして︑具体
的にオーランチオキトリウムとか
が出している炭化水素︑これ燃料
以外の用途でしっかりした産業が
ロジェクトはありますか︒

始めています︒

根
渡

多

多

関連するもので行う予定でいるの

トにして︑学生とか興味のある人

ドリアだらけですよ︒

は︑仙台で津波にやられた下水の

にボランティアで研究の助手代わ
るときがあります︒
いつ頃からミトコンドリ

邉

根

不可能ではないです︒確

先生の研究を一つのキッ

作れないかということで︑今動き

浄水場です︒そこに新しいコンセ

りとして︑多くの人に参画しても

人間の細胞の

コンドリアというのを聞きました

プトの水処理システムを作りたい

らうことは不可能でしょうか︒

根

邉

が︑藻の場合はどうなのでしょう︒

多

㌫どころじゃないですね︒多

と思っています︒排水処理ですが︑

渡

根

化石から言うとおそらく

えぇ︒まず一つ︑私たちに

は

排水の中には藻類の餌になる物が

かに︑何かお役に立ちたいという
邉

のですか︒
渡

億年前くらいになるでしょうか︒

邉

い時は細胞の半分くらい占めてい

いっぱい入っています︒
今までの浄

要望はいっぱいきます︒植物園の

オーランチオキトリウム

多

水処理場は︑ただ綺麗にして流す

皆さんが喜んでボランティアにい

渡

アっていうのは生物に入ってきた

ということだから︑何もそこから

らっしゃいます︒家内なんかもそ

㌫はミト

ンチオキトリウムなんてミトコン

渡

が入っているのですよね︒

藻の場合も当然ミトコンドリア

邉

しいじゃないかと思います︒

うのを一つ︑仙台で考えています︒

94

施設内を見学する多根 弘師さん
（右） バックはボトリオコッカスの培養器
ボトリオコッカスの40リッター用培養器
（写真上）
と
90リッター用培養器
（写真下）これだけの大きさに
なるとなかなか迫力がある

40

石油も

多

近赤外線の働きと
ミトコンドリア
多 根 藻の生育には︑どの光の
波長が大事なのでしょう︒
渡 邉 赤と青︒特に︑可視光線
の赤ですね︒
多 根 近赤外線は皮膚だけでな
く筋肉も殺している︒焼肉が焼け
るのと同じ原理で︒そして遺伝子
も殺しています︒だから生物は水
で防御しているはずです︒厳密に
いうと硝子体も水晶体もほとんど
水ですから︒
渡 邉 水に光が入りますと︑あ

40

は生まれない︒ゼロなのです︒なの

10

っという間に吸収されて無くなっ
てしまう︒紫外線は細胞に入って
活性酸素を作ります︒それが悪さ
をするのですね︒近赤外線がシグ
ナルになって︑いろいろ生物が反
応を起こすっていうのは︑基本的
に陸に上がった植物です︒でも熱
線︵近赤外線︶にそういう働きが
あるのは︑今日お話を聞くまで知
らなかった︒
多 根 欧米では紫外線の研究が
進んでいますが︑実は近赤外線の
領域の方がずっと広いです︒欧米
こうさい

人は虹彩の色が薄いので紫外線に

10

20
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クができるのではないかと︒
ボトリオコッカスの油から合成したプラスチック
非常に柔らかい

渡
の制約から解放されてくる︒それ

をしっかり作れるようにすればそ

思って︒それだったらエネルギー

うのはやっぱりちょっと変だなと

のを実現したいですね︒そして︑
ギーの制約から解放させたい﹂と

かせてください︒

の一人ですけど︑むしろ人生の楽
世界の
いうのが︑私の夢です︒これをい

﹁世界中の人々をエネル

しみのようにして︒ただ︑それに
に新しい産業が生まれる︒

というような夢があったら︑ そこ
をやっぱり実現したい︒

邉

応えるようなプラットフォームが

億人とかを対象にする︑

提供できなくて困っている状態で
いましたらね︑お前のは夢じゃな

そうですね︒ぜひやって

渡
多

邉

す︒一緒に夢を共有して一緒に実
くてファンタジーだといわれます︒
ぜひ実現したいですね︒

みたいですね︒そのための拠点を
ファンタジー︑なかなか素晴らし

なうには︑国内の耕作放棄地と休耕

している石油と石炭を藻の油でまか

渡邉先生の計算では︑日本が輸入

本当にありがとうございました︒

根

現しましょうという風にするのが
多

戦争のない世界を作りた

作って︑そういう要望をしっかり
い！

そう︑そうです︒地球が

作ってくれたエネルギー資源がた

邉

根

いいと思います︒
い︑でしょうか︒

藻にたくす夢
またま自国にある人が︑それで豊
かになって︑無い人は貧しいとい

最後に先生の夢をぜひ聞

多

根

渡

集めて︑実現して行く︒

するのではなくて︑
買った人も皆が
参画できる︑
金融も含めた新しい仕
組みっていうのかな︒
そのようなも

化水素系オイルを作ることができる︑
注目するのはその増殖速度︒ボト

たいへん貴重な藻なのです︒

うから︑本当に凄い生物なのです︒
近年バイオ燃料の一つとして話題

足りるとのこと︒また︑有機物を吸

になった植物油ですが︑燃料として

収するという特徴を活して浄水場や

藻に関する豆知識
増殖するのに2日間かかるのに対し
食品工場の排水を利用して藻を育て

があれば

はいくつかの欠点があります︒ひと
て︑オーランチオキトリウムに至っ
たり︑さらにボトリオコッカスとの

万

つは軽油と違い︑酸素がたくさん含
ては油の生成量はボトリオコッカス
併用で

の約半分の

この地球上で発見された藻の種類
まれるので︑内燃機関が錆びつきや
の3分の1と劣るものの︑わずか2

万

は4万種以上︒実際にはその何百倍
すいこと︒燃やすと窒素酸化物が出
時間で2倍に増えるというから驚異

田

もの藻が存在するともいわれています︒
て人体に有害なこと︒さらに低温で
システムのプロジェクトもスタート

リオコッカス・ブラウニーが2倍に

藻類は﹁動物﹂にも︑
﹁植物﹂にも︑
﹁菌﹂
は固まってしまうこと︒そもそも食
しているそうです︒

歴史を持っており︑現在のように地

億年の
的です︒また︑オーランチオキトリ

球環境を改造してきた立役者なので
らんそう

す︒例えば︑大気中の酸素を作り出
したのは藻類の中でも最も古い藍藻
るい

も吸収させるハイブリッド

ha

種類ほど見つかっていますが︑ほ

藻類の中にも油を作り出すものが
アレンという特殊なもの︒これは絶

ランチオキトリウムが作る油はスク

物を吸収して生育します︒また︑オー

かなど解決すべき課題は多いようで

機物を︑いかに低コストで供給する

今後は︑温度の設定や安定した有

素に水中の鉄分が酸化してできたも

とんどがこの植物油と同じ成分︒し

れとは対照的に2003年から

すが︑早期にクリアして渡邉先生の

2006年の間だけで︑石油︑ガ

﹁ファンタジー﹂をぜひ実現してい

方も変わってくるだろう︒古代の

ス発掘産業においてアメリカ合衆

滅危惧種の深海ザメから取れる貴重

技術がよみがえり新しいテクノロ

国内だけで404人もの人が命を

な油で︑化粧品や医療品︑それにプラ

ジーになる︒太陽光エネルギーや

落としているのである︒人は︑原

かし︑渡邉先生が発見したポトリオ

風力エネルギーなどは︑石油が安

子力の残留物︑放射能が健康に害

コッカス・ブラウニーとオーランチ

かった時には研究に経済的な動機

の︒何と石油も1〜2億年前に大繁

はなかったが︑この石油価格の天

を及ぼすことは恐れても︑自分た

殖した藻類と動物プランクトンの死

井知らずの高騰ではそれらを発展

ちの食べ物や環境にある石油残留

ただきたいですね︒

させることはもはや贅沢ではなく

物による常に身近にある癌の危険

スチックへの応用も期待されています︒

必要に迫られているのだ︒

巻き起こっている︒地質学的に見

った︒今︑石油価格の上昇の嵐が

石油が安い時代は終わってしま

私たちの生活すべてを変えていか

に頼っている︒石油価格の高騰は︑

物でさえ化学肥料という形で石油

のに使われている︒口にする食べ

という物を懐疑的な目で見てきた︒

が使われて以来︑私たちは原子力

その破壊的な核分裂のエネルギー

態は原子力だろう︒1945年に

議論の分かれるエネルギーの形

発生時において危険なプルトニウ

あまり生み出さない︒エネルギー

も豊富であり︑放射性毒廃棄物も

トリウムである︒ウランより3倍

らに︑安全なもう一つの原子力が

3つの事故が記憶に浮かぶ︒スリ

分岐点にいる︒私たちは︑石油依

我々は今エネルギー生産の道の

ムも消費する︒幸いなことにトリ

ーマイル島︑チェルノブイリ︑そ

﹁一体どうやってあんなに危険な

工学者であり作家のクリストフ

存から脱し︑より持続可能な︑よ

ウムは︑ウランと違い︑核兵器に

ァースタイナーは︑彼の著書﹁＄

して福島第一原発︒原子力の危険

り安全な他のエネルギーに移行し

ものを制御できるのか﹂と問いな

ると発掘可能な半分以上の石油を
地点かそこに近い状態にある︒経

Gallon︵１ガロ

は本物だ︒しかし︑過度に反応し

ていかなくてはいけない︒そうで

利用することができない︒

ン

過ぎでもある︒1979年以降︑

がら︒原子炉というと︑必然的に

革命以前のような農業基盤の経済

直接的な核のメルトダウンによる

な け れ ば ジ ョ ー ジ ミ ラ ー の THE
ROAD WARRIORの中で幻想し

済的に見ると中国やインドといっ

上昇している︒政治的にはイラン

に戻ってくるであろう﹂と︑予言

死者は

た急速に発展している国の石油の

情勢の不安と脅威に伴うホルムズ

している︒高額な輸送費がかかる

島では一人の死者もなく︑チェル

くなり︑その増加に伴って価格も

しれないという︒

ドル︶﹂の中で﹁社会は産業

20

20

需要が占める割合もどんどん大き

海峡の閉鎖が︑潜在的に世界の

食料の輸送や長距離トラックでの

ノブイリでは

33

Per

㌫の石油資源への海路を断つかも

運送を避け︑地域の中心は︑その

なり︑福島第一の事故では３人の

人の作業員が亡く

名なのだ︒スリーマイル

しかし︑石油は多くの生活必

所々で十分な地産可能な農地に囲

方が亡くなったと聞いている︒そ

訳

山根 英樹

ハワイ店 店長

になるだろう︒

た黙示的過酷な運命をたどること

需品の原料とされている歯磨き粉

まれていき︑エネルギー生産の仕

農業を基盤とした経済

ざるを得ないだろう︒

今ある︑ウランの原子炉よりさ

性を恐れないのだ︒

オキトリウムは燃料として適した炭

世界の
﹁エネルギー 事情﹂
次は何が？ ︱エネルギーの未来 ︱
パリミキ ハワイ アラモアナ店
オプトメトリスト︵検眼医︶

1
ジャン・ハラ

掘り起こした状態で︑ほぼピーク

Ｊａｎｎ Ｈａｒａ

原子力は危険？

骸が堆積変性して生まれたものとい

類︑さらに鉄鉱石は藍藻類の出す酸

CO2

にも属さない生物︒藻類は
糧を燃料にすること自体︑食糧の不

33

足や高騰を招いてしまいます︒

ha

ウムは光合成を行わず︑周辺の有機

62

けが利益があって︑
買った人が損を

多 根 油を作る人とか売る人だ

70

から眼鏡に至るまで︑あらゆるも

30

20
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奥出雲多根自然博物館の
ストロマトライト化石
副館長 菅田 康彦
ストロマトライトは
「シアノバクテリア」
という細
菌が作り出した層状の構造を持つかたまりです。
シアノバクテリアは27億年前には誕生していた最
古の生物の一つで、
光合成を行って酸素を作り出
していました。
昼間にはひも状の部分を伸ばして
光合成を行いつつ生長しますが、
このとき流れて
くる泥の粒子や砂粒が捕らえられます。
夜は活動
を停止するためこれらの捕らえたものが固定し、
朝になると再び成長するという活動を繰り返して
います。
このような活動で捕らえられた砂や泥が
層状の構造を作るというわけです。
この層の一枚
は一日を表しています。
オーストラリア西部のハメリンプールという場所
では現在もこのようなシアノバクテリアの活動によ
るストロマトライトがつくられています。
ハメリンプ
ールはまわりの海に比べ塩分濃度が2倍という他
の生物からすれば生活できない場所です。
現在
生きているシアノバクテリアはこのように他の生き
ものでは生息できないような過酷な環境で生きる
ものが多くいます。
逆に言えば、
ストロマトライトの
化石が見つかる場所は当時は過酷な環境であっ
たことを示す化石でもあり、
ある意味、
示相化石（※）
ともいえるわけです。
シアノバクテリアは別名
「藍藻」
とも呼ばれる藻
類の仲間ですが、
藻類は光合成をする原始的な
生きものの総称で、
系統的な類縁関係はありませ
ん。
しかし、
藻類の中には石油の原料になる炭化
水素を効率的に生産する種類など、
さまざまな形
で人類の生活の中で利用法が生まれる可能性が
あるものもあり、
今後の研究が期待されます。
※示相化石 たとえばタニシだと淡水、
サンゴだと温暖な海、
というようにこの化石が見つかれば、
当時の環境がわかる
という性格を持つ化石。

化石となったストロマトライトは世界各地で発見されているが、現生のも
のはオーストラリア西部のハメリンプールで、浅い海の中、酸素を出してい
るのを見ることができる。上はその様子を描いたイラスト。

至三次市

54

三刀屋
木次I.C

しんじ

至米子市

至出雲市

宍道 I.C

車道
松江自動
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きすき

山陰自動車道

♨海潮温泉
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ぼり

314

奥出雲町
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おろちループ
N

至三次

かめだけ

ＪＲ木次
線

吉田掛合I.C

432
至米子市

いずもやしろ
いずもみなり

尾原ダム

183

432
線
備
びんご 314
芸
JR 183 おちあい
庄原 I.C

中国自動車道

東城 I.C

至新見

財団法人
奥出雲多根自然博物館
Okuizumo Tane Museum of Natural History
〒699-1434 島根県仁多郡奥出雲町佐白236-1
TEL：0854-54-0003 FAX：0854-54-0005
HP：http://www.tanemuseum.jp/
e-mail：info@tanemuseum.jp
twitterアカウント：tanemuseum̲phal

佐白温泉

09

長者の湯（奥出雲多根自然博物館向い隣）

定休日／火曜日 営業時間／ 6：00〜21：00
2012.7.1
Neu Vision Club 夏号
HP：http://www.chojyanoyu.jp

17億年前 大気中の酸素をつくっていた藻類
写真の標本は藻類の生命活動の痕（生痕化石）
が渦巻状の模様になった石灰岩

コレニア・シリンドリカ
（Collenia cylindrica）
中国産 先カンブリア時代 約17億年前
寸法44×35cm

世界の
﹁エネルギー 事情﹂

要な位置を占めている︒現在︑国
価格をおさえることで︑普及が加

後は政府の免税などの処置で販売

可動されていないのが現状だ︒今

㌫ほどしか

か所の商業ベース規模の廃

が︑その製造能力の

内に
速することが期待されている︒

料はタイのエネルギー政策上︑重

油及びパーム油を原料としたバイ

が多いといった産業構造による影

率が高く︑エネルギー多消費産業

この要因としては第二次産業の比

いった高い水準で推移している︒

化も見られ︑先進国の3〜9倍と

オディーゼル製造プラントがある

エネルギー消費拡大と
その世界的影響
白水 さち子

パリミキ 上海

響や︑技術水準の低さによる影響

て中国のエネルギー消費拡大の影

原油価格の高騰要因のひとつとし

界的に高まりつつある︒世界的な

のみならず︑世

関心は中国国内

ー問題に対する

おけるエネルギ

可能エネルギーの目標を

なった︒2020年時点での再生

での優遇措置が付与されることに

ジェクトに関しては融資︑税制面

可能エネルギーの開発︑利用プロ

水力︑風力︑バイオマスなど再生

推進されている︒2005年には

る中︑中国ではエネルギー政策が

エネルギー問題の重要性が高ま

が指摘されている︒

エネルギー消費量を
響が挙げられる︒中国の高度成長
ている︒

近年︑中国に

炭酸ガスの排出量を年間３０００
に伴う急速なエネルギー需要の拡

タイ国エネルギー省は2010

万トン削減でき︑代替エネルギー
大が︑世界的なエネルギー需給切

ビチャパス・ウンチャン

㌫削減する計画を発表した︒この
目標値はＡＳＥＡＮ︵東南アジア
諸国連合︶の合意に基づくもので︑

所事故の影響もあり︑クリーンエ

昨年︑日本で起きた原子力発電

びは︑長期的にみると減少傾向に

中国の消費エネルギー使用量の伸

油価格は高騰に拍車がかかった︒

投資資金の流入も加わり︑国際石

迫への懸念を生んでいる︒これに

トが貢献できるところは大きいと

本の技術やノウハウによるサポー

ンエネルギーの活用にあたり︑日

ーの推進や新エネルギー︑クリー

また︑中国における省エネルギ

㌫減らすと

が高まると予想している︒しかし
ネルギーの再生利用が脚光を浴び

タイ国政府は

ルギー消費量を2005年比で

近年続く経済成
開発計画では年間４２００万トン

パリミキ タイ 伊勢丹店

長︑及び昨年タ
の炭酸ガス排出削減を目指してい

ながら人口約6300万人のタイ
ている︒特に︑自国で生産するパ

にエネルギーが生み出せる環境に

国はその総エネルギー消費量の

考えます︒なぜなら再生利用がで

優しい資源ではないのでしょうか︒

思う︒

用した直接地熱エネルギー︒熱湯

きる無限の資源だからです︒化石

あるものの︑近年は逆に効率の悪

がパイプを通して熱交換器につな
を使って家やビルの暖房に使用す

体︑各家庭︑個々の取り組みが始

ト以外にも︑民間企業や地方自治

するために国策規模のプロジェク

す︒グルネル会議での提言を実行

ーのカテゴリーでの努力が必要で

燃料を燃やすよりも︑より効率的

ることができます︒熱をとった後
の水は︑熱交換器に戻すことによ
り︑また暖められ再利用が可能と

パリミキ フランス オペラ店

す︒しかし︑いつか石油や天然ガ

もはや皆無の状態となっておりま

製品など最新技術なしでの生活は

昨今の私たちの生活には︑電化

へと送りだされます︒3つ目は︑

にある熱をとりだしてビルの配管

気処理装置や熱交換器は︑パイプ

家庭やビルとつながっており︑電

を循環させます︒また︑パイプは

とりつけられたパイプを通して水

で増やすという目標を掲げまし

を国内電力市場総消費量の

㌫ま

には再生可能エネルギーの生産量

グルネル﹂を開催し︑2020年

る円卓会議 環境

が﹁環境に関す

ルコジ前大統領

大統領選後のサ

2007年に

上げという形で最終的に消費者に

抱えることになり︑電力料金の値

れにより電力会社が巨額の赤字を

バブルが起きてしまいました︒こ

ネル設置のブームが起こり︑投機

に一般家庭に広まり︑ソーラーパ

フランスでは︑太陽光発電が急速

ギー固定価格買取制度が始まった

日本に先駆けて再生可能エネル

日本語訳
マンシー 奈津代

2つ目の利用法は︑地熱発電ポ

なります︒

ス︑液化ガスなどの資源は︑枯渇

地下の井戸を通っているパイプを

まっています︒

してしまうだろうと︑いわれてい

通して得た熱湯や蒸気を利用して

アレクサンドラ ドブリト

ます︒そこで︑科学者は地球に優

ンプです︒この過程はループと呼

しく︑より効率的でまた再生可能

要としません︒地表を深く掘って

あります︒この資源は︑燃料を必

次世代資源に︑地熱エネルギーが

その一つとして注目されている

とにもなります︒これらの公害は︑

いろんなガスを地上に持ち込むこ

体を地下深くからくみ取ることは︑

球の安定性の問題があります︒液

ただ︑地熱エネルギーには︑地

並んで発展を遂げ︑過去4年で

風力発電は︑ドイツ︑スペインと

エネルギーの開発︑中でも︑洋上

汐エネルギーなどの海洋再生可能

ています︒洋上風力︑海洋熱︑潮

海外領に豊富な天然資源を保有し

た︒フランスは本国および海外圏︑

サルコジ前大統領に反し︑原子力

力エネルギー支持の方針であった

指針を継続することに加え︑原子

産量の世界トップクラスを目指す

ランドは︑再生可能エネルギー生

す︒5月に誕生した新大統領のオ

急な制度の見直しが図られていま

転嫁される事になってしまい︑早
電気にかえる地熱発電所です︒

いくと温度が高くなり︑その地熱

温暖化や酸性雨︑重金属等の土壌

エネルギーの依存を

50

10

な資源を探求しているのです︒

エネルギーを資源として利用する

倍に拡大しました︒目標達成には︑

に削減すると公約しています︒

㌫
特に︑他の先進国から遅れを取っ

㌫から

及び水系の汚染に関与してしまう

ている太陽光発電︑地熱発電への

地熱エネルギーは︑3つの方法
で活用することが可能です︒1つ

75

からです︒

しかし︑地熱エネルギーは︑信

投資を含めあらゆる自然エネルギ

目は︑温泉や地熱貯水池を直接利

ことになります︒
頼性があり︑支持できる資源だと

23

ばれる地下もしくは湖や池の底に

自然エネルギー
への取り組み

がることにより︑そこから得た熱

る︒

㌫とし

イ全土を襲った

年間にエネ

25

ーム油からのバイオディーゼル燃

供給量の ㌫を輸入が占める︒

のために︑更なるエネルギー需要

年から2030年の

12

洪水被害の復旧

タイのエネルギー事情

2
25

㌫を輸入に頼り︑特に︑原油は国内

15

20

25

パリミキ シアトル
クロスロード店

49

マカリノ バーナデット

地熱エネルギー

85
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中国
フランス

ぬうびじょんくらぶ

※各国の全文はぬうびじょんサイトでもご覧になれます。 http://www.i-nvc.jp/

タイ
アメリカ

しん

日︒世界が震

いざな

ぬうびじょんくらぶ 発起人 多根 弘師

2012年2月 日 新設立 趣意書より

﹁ぬうびじょんく らぶ﹂
への誘い
2011年3月
かん

撼した日です︒この日を機に︑世界
は自分だけ︑今だけ良ければいい
という価値観の時代から︑自分以
外の人々や環境にとって良いこと
や︑時が経つにつれて︑良くなる
社会を求める時代になりました︒
私はこの転換期を﹁アプレ・フク
シマ﹂と呼び︑世界の新しい︑大
きな潮流になると予見しています︒
﹁国際ぬうびじょんくらぶ﹂もこ
の機に﹁ぬうびじょんくらぶ﹂と
改め︑新たなスタートを切ること
になりました︒
私たちはこの﹁アプレ・フクシ

の仕組みを創造し︑日本初で世界
に発信する時だと思います︒
﹁国際ぬうびじょんくらぶ﹂は︑
１９７７年にメガネの三城のお客
年にわたり︑規

様の声を聴く会からスタートしま
した︒それ以来
格大量生産︑大量消費の時代にあ
りながら︑お一人おひとりの個性
や価値観を尊重し︑さらに国家や
企業主体ではなく︑生活者の満足
が優先されなければならないとい
う精神を貫いて参りました︒この
視点はこれからの﹁アプレ・フク
シマ﹂時代において︑新しい社会
の仕組みを創造する上でたいへん
貴重な財産となるでしょう︒
大きなテーマですが︑まず最悪
の事態を考えた上で︑自らの意思
で︑自分にできることから︑それ
ぞれの地域にあったやり方で︑わ
が 街 を ︑日 本 を ︑そ し て 世 界 を ︑
思い切って変えていきましょう︒

べての仕組み︑例えばエネルギー︑
生きている我々の責務であり使命

それが未来の世代に対する︑今を
化や価値観から生まれる︑新しい

んでした︒今こそ日本人の持つ文

オリジナリティを発揮してきませ

つ︑皆さまの積極的な参画を心か

を創造して行けることを感謝しつ

と共鳴しながら︑共に新しい時代

このような歴史的な瞬間を皆さま

金融︑教育︑政治︑医療︑農業な
だと思います︒日本は明治維新以

マ﹂時代を迎え︑現在の社会のす

どを︑全て本質から見直し︑新た
ら願ってやみません︒

聴く会﹂からスタートし︑メガネ

らぶは1963年﹁お客様の声を

想を意味します︒ぬうびじょんく

歴史的な出来事になりました︒今

たらいいのか自問自答させられた

ままでいいのか︑どのように生き

本大震災︶は︑多くの人々がこの

岡山︑姫路︑高知︑愛媛︑福山︑

さまに提供している活動です︒

地区があります︒各地区

諏訪︑栃木︑神奈川︑北近畿︑と

東京︑鳥取︑北陸︑名古屋︑大阪︑

導犬協会に毎年寄付を行っており

用がかかります︒各支部を通じ盲

盲導犬を育成するには時間と費

盲導犬募金・寄付活動

全国に

ます︒

市場開放見本市
年代初頭に問題となった貿易
摩擦に我々として貢献できること
はないかと︑ヨーロッパの各都市

文化施設︑海岸︑公衆トイレな
どの清掃活動を行っています︒

の協力で日本では知られていない

るため︑三城の各店の協力で新鮮

有機︑自然農法の農家を応援す

朝市の開催

地元産の特産品を日本に紹介する

います︒

な地元野菜を中心に朝市を行って
都市を訪問しています︒

視察・研修活動

察︑研修活動を行っています︒

新しい時代のテーマにかかわる視

況視察と︑被災者の声を聞くなど︑

した南三陸町を訪問し︑被災の状

店街を見学︒東日本大震災で被災

活性化に成功した高松市丸亀町商

に長寿時代の新しい住空間を開発︑

スリランカへ愛を

で

見本市を開催いたしました︒今ま

を会員が訪れ︑地元の商工会議所

清掃活動

でさまざまな活動を行っています︒

神戸︑香川︑奈良︑大分︑島根︑

大使館を通じて︑スリランカの皆

世界の人々が範とする新しい社会

を通じてみなさまの声を反映する

こそ︑生活者の視点から︑今まで

活動地域

降︑常に欧米のモノマネばかりで

いりました︒

国内外旅行などの活動を行ってま

ぬうびじょんくらぶ 会長 古川 滋子
﹁ぬうびじょん﹂はフランス語
のヌウベルビジョンを縮めたもの

アプレ・フクシマ︵東日

と同時に︑充実した生活を楽しみ︑

とは異なる新しい社会の仕組みを

3・

社会に貢献するという団体へと発

創らなければなりません︒多くの

で︑新しい視野︑目標︑未来︑理

展してまいりました︒今日まで︑

メール invc@i-nvc.com

皆さまとともに新しい時代を創っ

電話 079−224−5700

新しいエネルギー源の一つであ

ＦＡＸ 079−224−5888

スリランカから日本がいただい

お問い合わせは

る地熱発電所を見学︒﹁高齢者の

ぬうびょんくらぶ本部事務局まで

ている手術用の角膜のお礼に︑ご

です。

パラダイス﹂をキャッチフレーズ

毎年７月に新規 会員登 録を行って

﹁メガネを保険で買えないか﹂

19

おりますが、活動には随時参加可能

ていきたいと考えております︒

90

会費は無料です。

﹁日本の物価は高すぎる﹂﹁海外

会の趣旨に賛同し、

20
会員になれます。

不要になったメガネをスリランカ

方ならどなたでも

会員に
なるには

﹁ぬうびじょんくらぶ﹂とは

に作り直さなければなりません︒

高松市丸亀町商店街のドーム

ともに活 動できる

︵詳しくは前頁を参照してください︶

（写真左）
ぬうびじょんくらぶ
古川 滋子 会長

製品をより安く買えないか﹂とい
ったテーマや︑会員の教養講座︑

（写真中）
姫路地区での朝市
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34

14

11

（写真上）
パリ、ル・グランホテル
での市場開放見本市の
様子

http://www.i-nvc.jp/
ぬうびじょんくらぶ

ホームページ

11

川柳

小野 真備雄 選

岡山地区 理事

課題﹃地球﹄

節子

入選

利市

大気汚染僕も地球も泣いている
奈良市 北野

節子

ストレスを溜め込み吠えている地球
姫路市 桑名

もう余震止めて下さい地球さん
岡山市 奈良木茂正

茨城県 久保田達男

しゃぼん玉地球を飛んで大はしゃぎ

功

エコライフ地球に笑顔取り戻す
高松市 近藤

文彦

地球にはやさしい家族住んでいる
倉敷市 萩原

地球儀に戦の絶えぬ国もある
岡山市 工藤千代子

容子

地球にも天国がある出会いある
奈良市 守岡

剣持

昭

発 展の裏で地 球の温 暖 化
伊勢崎市

東槇ますみ

地球儀で今日も世界旅行する
瀬戸内市

寿子

地球儀を回せばどこか軋む音
岡山市 伊藤

福山市 柳井喜美子

核・汚染地球のウメキ聞こえます

全

乱開発地球怒っているのです
岡山市 野島

敦

あの世から地球の姿見えるかな
神戸市 大森

方巳

地球儀を回し果てない夢を追う
岡山市 大沢

幹夫

地球儀を回して平和祈るのみ
島根県 川西

境港市 田口

武

何時の日か地球こわれる夢を見る

美濃加茂市

鹿野久美子

子や孫を託す地球を大切に

三郎

春が来て花の地球へ模様替え
久喜市 山中

幸子

汚すまい青い地球と手をつなぎ
奈良市 中村

重政

地球儀を抱いて夢見る空の旅
東京都 畠山

※添削の上︑入選をした句も数句
含まれています︒

■投稿要領について

﹃種 ︵たね︶
﹄

次回課題

ハガキか︑下記ぬうびじょんホーム

︻応募方法︼
ページより︑１人三句まで︒

8048
138

日︵ 当 日 消 印 有 効 ︶

入選者には賞状が贈られます︒

︵ペンネーム可︶

︻ 送 付 先 ︼〒 6 7 2

︻締め切り︼ 月
姫路市飾磨区三宅 1
INVC本部事務局

宛

発表は商品の発送をもって代えさせていただききます。

締め切り2012年8月15日

三光

萩原

︻天 ︼
生きている
地球に花の
種を蒔く
倉敷市

勝也

﹇評﹈人 間 の 欲 望 の た め に 日 ご と 荒 ら さ れ
てゆく地球の悲鳴︒心配でならない
作者の想いが﹁花の種を蒔く﹂に優
しく表現されている︒

︻地 ︼やさしさを
地球にかえす
リサイクル
久世

新田すすむ

『大漁旗キーホルダー』を11名様にプレゼント！
【 読 者 プ レ ゼ ント 】

※ホームページへ会報に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。

http://www.i-nvc.jp/
ぬうびじょんくらぶ

神戸市

︻人 ︼病んでいる
地球の余命
ふと思う
岡山市

-

15
-

8

復興を目指して、町民一丸となって頑張っていらっしゃる宮城県南三陸町。津波で流され、
今はない漁船の貴重な大漁旗を使い、丁寧にひとつひとつ手仕事で作られた大漁旗キー
ホルダーです。その独特の配色は世界にひとつだけのもので、みなみな屋さんオリジナル
作品です。※色はこちらのおまかせとなります。

応募方法

下記ぬうびじょんくらぶＨＰよりご応募できます。
（ぬうびじょんサイト → みんなの広場 → プレゼントコーナー）
〒・住所・氏名・電話番号・本紙のご意見ご感想を入力しご応募下さい。
ハガキ・ＦＡＸでご応募の場合、上記の要項を必ずご記入下さい。
しか ま く
〈ハガキ〉〒672-8048 姫路市飾磨区三宅１-１３８（株）ぬうびじょん プレゼント係
〈ＦＡＸ〉079−224−5888

下記ホームページにて公開いたしております。
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発行／ぬうびじょんくらぶ

兵庫県姫路市飾磨区三宅1 138
-

〒672 8048
-
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