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破局計画論 例外状態の対処・計画論

自然と人間の関係性の長期的破局状態にどう立ち向かうか。
今までの自然災害からの復興策では対応できない
急激な従来型復興（事業）が、

新たな核災害をもたらす危険性

「原子力緊急事態宣言」解除されていない



図4 スペイン気象庁（AEMET）が公開した
ヨーロッパの最高気温表示図（2019年6月28日公開）ブリス
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気候非常事態宣言決議案
（第二〇三回国会、決議第一号）

近年、地球温暖化も要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規
模な森林火災を引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害
をもたらしている。我が国でも、災害級の猛暑や熱中症による搬送者・
死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台風・豪雨が毎年のよ
うに発生し深刻な被害をもたらしている。
これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定
め、取組の強化を進めているが、各国が掲げている目標を達成しても必
要な削減量には大きく不足しており、世界はまさに気候危機と呼ぶべき
状況に直面している。

私たちは「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状
況に立ち至っている」との認識を世界と共有する。そしてこの危機を克
服すべく、一日も早い脱炭素社会の実現に向けて、我が国の経済社会の
再設計・取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉ある一員として、そ
れに相応しい取組を、国を挙げて実践していくことを決意する。その第
一歩として、ここに国民を代表する国会の総意として気候非常事態を宣
言する。
右決議する。

有限の地球の上で、生産力至上主義・経済成長神話では、
地球自然の上で人類は生存できない



日本建築学会 気候非常事態宣言

本会は、地球温暖化による急激な気候危機への対策に注力して持続可能な
社会を実現するため、気候非常事態を宣言する。

1．地球温暖化問題は気候変動の域を超えて危機的状況にあると認識する。

2．2050年までに脱炭素社会の実現を目指す。

3．気候変動への緩和策と適応策について、建築学の視点から積極的に発信
する。

4．政府、地方自治体、建築関連団体をはじめ関連団体および一般市民に、
広く連携を呼びかける。

5．社会における建築存在意義の革新により、脱炭素社会の実現のための活
動をさらに加速させる。

2021年1月20日
一般社団法人日本建築学会 会長 竹脇 出



世界的貧富人口率と温室効果ガス排出量比率

世界の１割の金持ち
層が、全世界での総
温室効果ガスの半
分を排出。
５割の貧困層は、
1割の排出量。

https://www-cdn.oxfam.org/



★異常気象と新型コロナパンデミック

パンデミック

『BIOCITY ビオシティ 82号気候
非常事態宣言!』一部修正追記

新自由主義
グローバリゼーション
大量な移動人口



世界のエネルギー関連のCO2排出量、1900〜 2020年

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020

CO 2排出量は、COVID-19の最も早く最大の影響を受けた地域で最も減少。
中国（-8％）、欧州連合（-8％）、および米国（-9％）。
地球の気候変動を抑えるためにパリ協定では毎年7.6％CO2排出量減が必要。

世界のエネルギー関連のCO2排出量、1900〜 2020年
コロナ禍での大幅減少

ＩＥＡ Global Energy Review 2020
The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions
Flagship report — April 2020



インドの感染者は２００万人超…スラム街住民の半数「陽性」
結果も
読売新聞 2020/08/08 07:41
新型コロナ

インド政府によると、新型コロナウイルスの感染者が７日、
２０２万人となり、米国、ブラジルに続いて２００万人を超
えた。新規感染者数は過去最多の約６万２５００人に上った。
商都ムンバイで先月、無作為に抽出して行ったスラム街住
民への抗体検査では、半数が陽性だったとする調査結果が出
た。今月に入り、ナレンドラ・モディ首相の側近で新型コロ
ナ対策を統括する内相ら閣僚の感染も確認されている。
（ニューデリー支局 小峰翔）



https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/161340.php?from=383079

GDPと幸福のグラフオランダ1850-2011

1850年から2011年の期間におけるオランダの一人当たりGDPと幸福を示すグラフ

Lintsen et al。、Well-being、Sustainability and Social Development：the 

Netherlands、1850-2050。 Jan-Pieter Smits らによる

GDPという経済成長至上主義と
人間の幸福とは乖離している。



★パンデミックは、自然界に見られる微生物の多様性から生まれる。
•現在発見されていない推定170万のウイルスが、哺乳類および鳥類の宿主に存在
うち、631,000-827,000は人間に感染する能力を持つ可能性
→人間の生態系の混乱、および持続不可能な消費がパンデミックのリスクを促進

★人間の生態系の混乱、
および持続不可能な消費がパンデミックのリスクを促進

•毎年5つ以上の新しい病気が発生。うちの1つがパンデミックの可能性
パンデミックのリスクは、人為的変化を指数関数的に増加させることで引き起る
•土地利用の変化、農業の拡大と激化、野生生物の取引と消費等

•気候変動は、病気の発生に関係し、人々の動きを促進することにより、将
来的にパンデミックのリスクを引き起こす可能性

•景観の変化に伴う生物多様性の損失は、新興感染症のリスクを高める可能性

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)

2020年10月29日 緊急報告書 https://www.ipbes.net/pandemics-media-release

★人為的な地球環境の変化を減らすことで、パンデミックのリス
クを減らすことができる
One Healthの監視（人間の健康、動物の健康、環境セクターをリンクする
アプローチ）でのパンデミック防護

https://www.ipbes.net/pandemics-media-release


IPBES地球規模評価報告書 2019年5月
資料 武内和彦（地球環境戦略研究機関 理事長）



社会革新 経済革新

空間
（都市の形、農村の形、
都市と農村のつながり）

革新

コロナ禍に耐え、脱炭素社会のための
地域をベースとした

レジリエントな社会・経済・空間の革新



社会の革新→ 協同型社会、アソシエーション社会へ

近代国民国家社会の革新。国家の前に社会がある
経済と空間の主体的管理主体としての小社会
「アソシエーション」リカバリー
「自然とともに社会をつくり、コミュニティを基盤にして

助け合える社会をつくる。」（内山節）

経済の革新→ 脱経済成長（脱GDP神話）、地域社会を支える地域経済へ

資本新世からの転換・脱出
商品経済（資本無限拡大経済）から転換
「商品化による自然の物質代謝の亀裂」からの脱出
大量移動経済や大量生産経済の転換
協同経済・贈与経済・オルタナティブ経済
現代総有、小さな経済の連帯から、社会連帯経済
労働者協同組合法の成立（2020年11月）

空間の革新→ 経済行動を支える空間から生きるための空間転換

都市細胞の自立と連携（協同空間の構築）
市街地と農地の融合、アーバンエコビレッジ
バイオリージョン的つながり
空間管理利用の民主的決定（現代総有）

コロナ禍に耐え、脱炭素社会のための
地域をベースとしたレジリエンスな社会・経済・空間の革新



★ラトゥーシュの脱成長の地域社会再生の８プログラム
①再評価する（利他的価値へ）
②概念を再構築する、脱構築する、（希少性、経済的価値からの

自然の豊穣性への脱構築）
③社会構造を組み立て直す（生産装置と社会関係を調整し直す）
④再分配を行う（南北不平等、自然資源の再分配）
⑤再ローカリゼーション ⑥削減する ⑦再利用する
⑧リサイクルする

★トランジション・タウン運動（英国発）
脱石油 再ローカライゼーション 地産地消型経済と社会

Resilience レジリエンス 弾性力・回復力
抵抗と再活性化する能力
→小規模と多機能性（再ローカリゼーション）を条件とする。（『脱成長』）
→「地域再エネとレジリエントな地域づくり」（環境省）の目指す方向性
→小規模な生活・生産圏域

「都市は職人のアトリエだ」（ニコラス・レーゲン）

→小さな地域地球圏の再構築



コロナ禍に耐え、脱炭素社会のための
地域をベースとした

レジリエントな社会・経済・空間の創造へのロード

コロナ禍へのレジリエント強い
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新型コロナ禍での人間条
件への哲学的考察

篠原雅武

京都大学



新型コロナウイルスと「外部の消滅」

• 「外に出ること」、「外に出て人と出会い、話をすること」が回避
され、密集が避けられるのは、長く続いてきた傾向が、コロナで
はっきりしたということではないか、ということである。

• 一方で、サイバースペースの発展、外に出なくても、コミュニケー
ションできる。ウインドウズ95、『マトリックス』。思想的課題に
なったのは、90年代半ば以降。

• Mature alienation(Benjamin, Bratton) 

• 他方で、出ることのできない状況。温暖化、豪雨、地震、エコロジ
カル・クライシス。思想的課題になったのは、2000年代なかば以降。

• 人間世界とその外部。



世界の二重性

• 哲学では、人間生活の条件としての世界にかかわる新しい思考
が始まっている。世界の二重性。人間世界とその外部。惑星的
世界、地下的世界。deep earth, planet。

• 人間から離れていて、人間生活の領域を超えた広がりとしての
世界の一部において、人間は生きている。人間を条件付けるも
のが、人間と無関係。

• 「人間から離れた世界」、「人間世界に対する地球的世界の
otherness」という概念を中心にして、この思考の概要を述べ
ることができる。



Human imprintとdeep earth

• The human imprint on the global environment has now 
become so large and active that it rivals some of the great 
forces of Nature in its impact on the functioning of the Earth 
system. 

• Human imprintを刻みつける過程で、惑星としての地球と出
会ってしまう。

• https://www.bbc.com/culture/article/20181017-striking-
photos-of-human-scars-on-earth



エコロジカルクライシスとしてのコロナ

• 作家のアミタブ・ゴーシュは最近のインタヴューで述べている。

• リスボン地震。それ以前には、ヨーロッパ人は自然を支配でき
ると考えるようになっていた。ところがこの瞬間、人間は自然
を支配できるどころかむしろ、自然が人間存在を左右すること
に気づいた。

• これと同様のことが、コロナウイルスで起きている。

• Amitav Ghosh, “Storytelling in the Eye of the Storm: the 
Pandemic Through the Lens of Envi



惑星というカテゴリー

• 人間は、「地震、火山の噴火、津波」において、惑星（deep 
earth）と出会ってきた。だが、かならずしも、「人文学的な思
考のカテゴリー」として、それと出会ったわけではない。

• 「自然と人間の区別は維持できず、人間活動が地震や津波や他
の自然災害の頻度の増加に関与してきたことが明らかになるに
つれ、「惑星」planetそのものが、惑星やアントロポセン的な
歴史の体制（anthropocenic regime of historicity）で歴史を研
究する人にとって、実存的な関心の場として浮上してきた。

• Chakrabarty, “The Planet,” 2019.



『世界の終わり』

• ダノウスキーとデ・カストロは、二〇一七年の著書である『世
界の終わり』で、近年の哲学において盛んになった人間と（事
物の）世界のあいだの境界をめぐる形而上学的な議論にはエコ
ロジカルな危機への不安が反映していると主張する。

• この危機は、人間存在の成立のための基本的な諸条件をめぐる
考察の、根底的な組みかえを要請するものである。現在の猛烈
な変化は、「地球というマクロな環境」で起きている。



•

• ダノウスキーとデ・カストロは、ここで起きている変化を、
「西洋の歴史のこの三世紀か四世紀において優勢だった「人間
主義的な」楽観論に逆らうもの」と捉え、「歴史の地平から排
除されてきたもの」であると主張する。排除されてきたとはつ
まり、その存在が無視されてきたことを意味するが、思うに、
それはただ無視されただけでなく、人間の条件の形成のために
損傷され、痛めつけられてきたことをも意味している。



• ダノウスキーとデ・カストロは、人間活動がもたらす環境の変
化が人間の条件を不安定化するというが、それはじつのところ、
排除され痛めつけられてきたものが活動状態になり人間の条件
を崩壊させていくということといえるのではないか。



• にもかかわらず彼らは、ここで起きていることを、「私たちの
グローバルな文明の崩壊」という。この見解は、じつは不十分
である。 というのも、崩壊はただ文明という精神的領域だけで
なく、人間の条件という、事物的で客観的な領域において起き
ているからである。崩壊は、人為的産物の崩壊breakdownであ
り、破綻である。世界のエコロジカルな変容の時代において、
安定的なものとして維持されてきた人為的産物が揺らぎ、崩壊
していく。



• 地球的な条件としての世界を、人間生活を支える不変の背景、
客観的で物理的な背景として考えることもできる。そうである
ならば、地球的条件は人間によって理性的にコントロール可能
な対象であるということになる。

• 地球的条件は、定まった容器としての居住空間へと変容され、
そこに人間が収容される。これに対し、現象学的思考との関連
で考えるなら、地球的条件としての世界を、人間の生活を成り
立たせつつそのあり方に影響を及ぼすものとして考えることが
できる。



• 現代のエコロジカルな危機において、アーレントの人間の条件
に関する考察が再発見されようとしている。

• 重要なのは、彼女がスプートニク号の打ち上げを、人間の条件
における根本的な変化の予兆ととらえたことである

• スプートニク号の打ち上げにかんして、「人間が地球に縛り付
けられている状態から離脱していくことへのはじめの一歩」と
述べている 。



• アーレントは、人間中心的な観点にとらわれていたため、この
出来事を、人間が地球的なものから離脱し、地球的なものを自
由にコントロールする主体になっていくこととして解釈する。

• だが、アーレントの洞察は、スプートニク号の出来事を、人間
と地球のあいだにある距離の発見と捉えたものと考えることも
できる。それは、生活世界と事物の世界の差異であり、隔たり
である。



• 人間は、人間の生活世界から隔てられたところにおいて実在す
る惑星的な条件において、住みついている。惑星は、人種や性、
国家や階級、宗教や政治的イデオロギーにもとづく分割線が引
かれることに先立って、客観的に存在している。

• 重要なのは、様々な人間が共存しつつ生きていくための形式と
方法を、この惑星的な広がりの開放性において発案することで
ある。そのためにも、私たちの存在の条件を、外縁ないしは下
層にある事物の地下世界にとりまかれそして支えられるところ
に成り立つ生活世界の観点から考えることが求められる。



• アーレントは、人間世界そのものが、人間的尺度を超えた他な
るものとしての地球的条件との接触のなかで形成されていると
いうことについてもじつは考えていた。

• 人間世界が崩壊と隣り合わせの状態で成り立っているというこ
とをも、潜在的には考えていた。さらに、人間世界が事物の世
界でもあることを考えていた。



• 現代のエコロジカルな危機の時代においては、人為的制作物の
首尾一貫性が揺さぶられ、破綻する。私たちは、人間存在の条
件が地球的な事物との矛盾的関係において成り立つ場所のよう
なものであることに気づく。人間は、互いに矛盾しつつ存在す
る二つの世界に同時に住み着いている。

• 地球的な事物の世界は、人間世界をとりまくものとして存在す
るが、それでも二つの世界は互いに異なる。つまり人間は、人
為的制作物としての世界だけでなく、地球の事物の世界によっ
て条件づけられている。



気候非常事態宣言

山本 良一
東京大学 名誉教授

2021.2.17日本建築学会



◆ 21世紀に入って先ず気候危機、環境危機が到来した

◆ 人類文明に不可欠な環境と気候が非常事態にある

◆ 環境と気候の非常事態を宣言し、社会的動員によってこの危機を乗り越えよう

という革命運動が2018年に始まった！

集団が危機意識を共有し、団結力を高め

総動員体制で危機を突破する

Emergency（非常事態、緊急事態）とMobilization（社会の総力を挙げて）が
キーワード



地球上の人工物と生物の総重量が並ぶ、研究
最多はコンクリート、人工物は年300億トン増、年内にも上回る可能性

2020年12月 Nature, Global human-made mass exceeds all living biomass

環境保護論者はしばしば、人類が地球環境に与える負荷
を「フットプリント（足跡）」と呼ぶ。それを小さくする必要があ
ると訴えるが、このほど新たな研究により、人類が残した
「足跡」の途方もない大きさが示された。

地球上の生物の総重量は約1兆1000億トンで、近年はあ

まり変化していない。それに対して、コンクリート舗装やガラ
スと金属でできた高層ビルから、ペットボトルや衣服やコン
ピューターまで、人間が建造・製造したものは指数関数的
に増えている。12月9日付けで学術誌「ネイチャー」に発表

された論文によると、両者の総重量は現在、ほぼ同じであ
り、年内に人工物のほうが上回る可能性があるという。

近年、人類が地球環境に重大な影響を及ぼすようになってからを「人新世」という新しい地質時代として扱おうとする提案
があるが、今回の発見は、地球が人新世に入ったとする主張の裏付けとなる可能性がある。論文の最終著者であるイスラ
エル、ワイツマン科学研究所のロン・ミロ氏が言うように、世界は「一生に一度どころか一時代に一度」の重大な変化のとき
を迎えているのだ。

Global Biomass versus Human-made mass. Credit: Itai Raveh



2020年はヨーロッパにとっては観測史上もっとも暑かった年であり、世界にとっては
2016年と並んでもっとも暑かった年、世界の平均気温は工業化前と比較して1.25℃上昇

Copernicus: 2020 warmest year on record for Europe; globally 2020 ties with 2016 for warmest year recorded

2021. 1. 8   EU Climate Change Service

1. 2020は1989-2010平均に対して0.6℃高かった、1850-1900平均に対して約1.25℃上昇
2. 1981-2010平均に対して北極圏とシベリアは6℃上昇



このままでは“灼熱地球（Hothouse Earth)”になる

Trajectories of the Earth System in the Anthropocene
Will Stephen et al, PNAS August 6,2018

地球の平均気温の上昇が1.5～2℃を保つと、様々な

正のフィードバックが効き出して“温室地球”になる危
険がある。長期間では4～5℃の平均気温の上昇と
海面水位の10～60ｍの上昇につながる。温室効果

ガス排出ゼロの経済への移行が急がれる。現在は
地球の平均気温は産業化前と比較して約１℃上昇し、
１０年あたり0.17℃上昇中。“温室地球”になれば人
類にとって居住不能になる。
10の正のフィードバック機構が検討されている（ティッ
ピングエレメンツも含まれている）

1.永久凍土の融解 2.海洋底からのメタンハイドレートの消失 3.陸地及び海洋のカーボン吸収減の減
少 4.海洋中のバクテリアの呼吸の増加 5.アマゾン熱帯雨林の枯死 6.北方森林の枯死 7.北半球の
雪氷被覆面積の減少 8.夏の北極海氷の消失 9.南極の海氷の減少 10.南極氷床の損失

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-heading-towards-
hothouse-earth-state.html



世界の1万1000人以上の科学者が合同で気候非常事態を警告
World Scientist’s Warming of a Climate Emergency

BioScience/Oxford Academic, 2019年11月6日

153ヶ国、11,258名の科学者

1980年から2019年に至るまでの約40年間で森林・伐採
の増加、エネルギー消費量の増加、ＣＯ2排出量の増加、
世界人口の増加などが起っている。
以下気候政策を提示。

1. 化石燃料を再エネで置き換える
2. 短寿命気候汚染物質の削減
3. 生態系の復元と保護
4. フードロスを減らす、肉食を減らす
5. 生物圏の持続可能性に目を向ける
6. 世界人口の安定化



https://blog.ucsusa.org/alden-meyer/inspiration-humility-hope-and-sadness-reflections-on-the-youth-climate-strike

2018年8月20日、スウェーデン国会前で１人で気候ストライキを始めた１５歳の少女
Greta Thunberg



気候非常事態宣言、動員計画立案の世界動向
Climate Emergency Declaration, and Mobilisation in Action(CEDAMIA)

2016年12月 デアビン Darebin City

2017年2月 ヤラ Yarra City

11月 ホーボーケン Hoboken City

2018年2月 モンゴメリー Montgomery

4月 ヴィンセント Vincent City

4月 ロサンゼルス Los Angeles

6月 バークレー City of Berkeley

7月 リッチモンド City of Richmond, CA

8月 ヴィクトリア・パーク Town of Victoria Park

9月 モアランド Moreland City

11～12日 気候非常事態国際会議、デアビン市主催

10月 オークランド City of Oakland

バイロン・シャイア Byron Shire

11月 ブリストル Bristol
バラーラット Ballarat
サンタクルーズ Santa Cruz
トラフォード Trafford 

12月 トットネス Totnes City
フルーム Frome City
フォレスト・オブ・ディーン Forest of Dean 
ロンドン London
ストラウド Stroud District

12月 ブライトン・アンド・ホブ Brighton and Hove 
オスウェストリー Oswestry
マカンスレスMachynlleth
ラングポート Langport

2019年
1月

スカボロー Borough of Scarborough
ブラッドフォード Bradford
カークリーズ Kirklees
バンクーバー Vancouver
ゴーラーGawler Town 
コーンウォールCornwall
ミルトン・キーンズMilton Keynes
ランベス区Lambeth
ニューブリテンNew Britain City
レスター・シティLeicester City
オックスフォードOxford City
ファルマスFalmouth Town
ハリファックスHalifax Regional 
ノリッジNorwitch City
サンタクルーズ郡Santa Cruz County
ランカスターLancaster City
カルダーデールCalderdale Borough

2月 リッチモンドCity of Richmond
シェフィールドSheffield City
エジンバラEdinburgh City
タウィンTywyn Town
ヴィクトリア首都地域Capital Regional District
ベール・オブ・ホワイト・ホース・ディストリクトVale of White Horse 
District 



2019年5月1日英国労働党は下院に動議を提出、超党派で可決成立
“環境と気候の非常事態宣言”

動議

下院は以下のIPCCの知見に従って環境と気候の非常事態を宣言する。
1.5℃以上の地球温暖化を回避するため世界の排出量を2010年の水準と比較して2030年まで
に45％削減し、2050年頃までに正味でゼロにすることが必要である。

不安定で極端な気象が英国の食糧生産、水供給、国民の健康及び洪水や森林火災を通じて
破壊的な影響を及ぼすことを認識する。

英国は現在生物多様性のターゲットをほとんどすべて達成できておらず、生物種の減少が恐る
べき早さで進んでいること、そしてナチュラル英国の予算の50％カットはこれらの問題の取り組
みに反生産的であることを認識する。
政府に対して以下のことを要求する。
2050年より前に正味ゼロ排出を達成するために英国の気候変動ターゲットを増やすこと、６ヶ
月以内に英国の自然環境を回復し循環、ゼロ廃棄物経済のための緊急提案をまとめる。

ウェールズは5月1日、スコットランドは4月28日に
気候非常事態宣言を議決した



Re: The Guardian and  AP News

ＥＵ議会が気候非常事態宣言
２０１９年１１月２８日

賛成４２９、反対２２５、棄権１９

2030年までに温暖化ガス55%削減
2050年までにカーボンニュートラル
海運、航空業界に排出削減を求める



NZが気候非常事態宣言、公的部門で25年までに温室効果ガス実質ゼロへ
2020年12月2日 ロイター

１２月２日、ニュージーランド
政府は、脱炭素社会の早期
実現に向け「気候非常事態」
を宣言し、合わせて公的部門
で温室効果ガス排出実質ゼ
ロの「カーボンニュートラル」を
２０２５年までに達成するとい
う目標を掲げた。
写真はニュージーランドの
アーダーン首相。ウェリントン
で１０月撮影（２０２０年 ロイ
ター／Praveen Menon）



U.N. chief urges leaders of every country to declare ‘climate emergency’

国連事務総長、各国のリーダーに気候非常事態宣言を促す 2020年12月12日

The Paris town hall gets green 

lightings to celebrate the fifth 

anniversary of the international 

pact aimed at curbing global 

warming on Dec. 12. 

(AP Photo)



国家の気候非常事態宣言と同時に大学の気候非常事態宣言も加速
2019年

4月17日 ブリストル大学 2030年までにカーボンニュートラル、１年以内に
完全ダイベストメント

4月18日 ニューカッスル大学 2040年までにCO2排出を正味でゼロ

5月2日 グラスゴー大学

5月3日 キール大学 2030年までにカーボンニュートラルを目標

5月16日 リンカーン大学

5月16日 バルセロナ大学

5月20日 エクセター大学 2026年までに2005年のCO2排出を50％削減

5月30日 南コネチカット州立大学

6月5日 イーストアングリア大学 気候と生物多様性の非常事態宣言

6月21日 デ・モントフォート大学 ライセスター、英国

6月24日 ファルマス大学



イギリス ブリストル大学が気候非常事態宣言
２０１９年４月１７日

２０３０年までに
カーボンニュートラル
２０２０年までに
ダイベストメント

大学として
初めてのＣＥＤ



カリフォルニア大学（10UCすべて）が気候非常事態宣言
2019年9月17日

https://www.universityofcalifornia.edu/news/university-california-declares-
climate-emergency

学長のJanet Napolitano、10UCの校長が宣言に署名、
2025年までにカーボンニュートラルを目標。
ソーラーパワーや他のカーボンフリー電力を大幅に
拡大する。
134億ドルの大学の基金と700億ドルの年金基金を
9月末までにダイベストする。

https://www.universityofcalifornia.edu/news/university-california-declares-climate-emergency


王立英国建築家協会（RIBA）が環境と気候の非常事態宣言
2019年6月

RIBA = Royal Institute of British Architects
Ben Derbyshire会長

“気候非常事態は地球と私たちの職業が直面する最大の挑戦。シンボリックな声明を出す以上
の、よりインパクトのある行動をとらなければならない”

米国建築家協会（AIA）が環境と気候の非常事態宣言
2019年6月

AIA = The American Institute of Architects
AIAの緊急かつ継続的な気候行動に関する決議が歴史的大差で可決。
賛成４８６０、反対３１２、棄権２８
1. 緊急かつ気候安定に必須のCO2排出削減を宣言する

2. 毎日の建築家の作業をゼロカーボン、平等、レジリエント、健康な建築物を実現するための
ものへと転換する

3. 私たちの監修者、顧客、政治家そして一般国民の支援を最大限活用する



建築家が気候と生物多様性の非常事態を宣言
Architects declare Climate & Biodiversity Emergency

イギリス、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランド、

ベルギー、イタリア、ドイツ、スウェーデン、カナダ、

アイルランド、デンマーク、フィンランド、日本 など



英国医師会（BMA）は気候非常事態宣言 2019年6月26日

オーストラリアの医師が気候非常事態宣言 2019年4月6日

BMA (British Medial Association)、2030年までにカーボンニュートラルを目指す
Public Health Englandはロンドンで徒歩での通学を勧めている。
英国の1,100人以上の医師が署名、気候変動によりメンタル、フィジカルなダメージが多くなる、
早急な対策を政府に求めた。
Doctor declare climate emergency and call for tighter targets

Hospital declares climate emergency, Newcastle Foundation Trustが初めてCED

“Declaring a Climate Emergency calls on governments at all 

levels to undertake an urgent re-evaluation of priorities, ending 

destructive, self-harming practices and pursuing actions that 

promote health and wellbeing for all. Doctors have a duty to 

care for human health and to alleviate suffering. We cannot be 

silent and watch governments continue to dismiss the threat 

posed by climate change and unhealthy environments to the 

health of their people.” 

~ Dr Kristine Barnde, iDEA conference co-organiser and a 

member of Doctors for the Environment Australia



世界医師会（WMA）が気候非常事態宣言

2019年10月 Tbilisi, Georgia, USA

World Medical Association （WMA）の第70回総会で宣言を採択

1. CEDを行い国際的な医療分野関係者に動員への参加を呼び掛ける

2. 気候危機に関連した市民の健康保全に全力を挙げる

3. 各国政府に2030年までにカーボンニュートラルを目指すよう促す。気候危機の健康への影

響を最小化するために

4. グローバルな健康セクターの環境フットプリントを認識し、廃棄物を減少し、汚染を予防し、

医療のサステナビリティを確保する



Culture Declares Emergency 文化が非常事態を宣言する
Arts and Culture organisations and individuals declare 

a Climate and Ecological Emergency

2019年4月3日

１９３の団体が声明
Declarers include Somerset 

House, Battersea Arts Centre, 

Cardboard Citizens, HOME in 

Manchester, Lyric 

Hammersmith Theatre, London 

National Park City, Royal Court 

Theatre, Jerwood Arts, The 

Junction (Cambridge), Invisible 

Dust, writer Jay Griffiths, 

director Peter Kosminsky and 

actor Tamaryn Payne.



Natural History Museum declares Climate Emergency

ECOLOGIST



The Unilever Series 2003: Olafur Eliasson, The 

Weather Project. 

Photocredit: Marcus Leith and Andrew Dunkley, 

Tate Photography ©TATE 2019

テートギャラリーが
気候非常事態宣言



気候非常事態宣言の国内動向(自治体)

2019年9月25日 長崎県壱岐市 気候非常事態宣言を議会が議決 市長が声明

10月4日 神奈川県鎌倉市 〃 市議会

12月4日 長野県北安曇郡白馬村 〃 村長

12月6日 長野県 〃 知事

12月12日 福岡県大木町 〃 町長

12月19日 長野県千曲市 〃 市議会

12月20日 鳥取県東伯郡北栄町 〃 町長

12月20日 大阪府堺市 〃 市議会

12月27日 東京都 気候危機行動宣言の声明を出す
ゼロエミッション東京戦略を公表

知事

2020年1月16日 宮城県東松島市
福島県郡山市
岩手県陸前高田市
山形県飯豊町
秋田県仙北市

東北SDGs未来都市サミットで首長が共同で気候
非常事態宣言

各自治体
首長

2月7日 神奈川県 気候非常事態宣言 知事

2月7日 神奈川県鎌倉市 〃 市長

2月25日 長野県千曲市 〃 町長



歴代内閣は科学的知見を踏まえて政策を決断

２００７
安倍首相

２００８
福田首相

２００９
麻生首相

２０２０
菅首相

２０５０年
世界で50％削減

２０５０年
60～80％削減

2℃ターゲット
受け入れ

２０５０年
カーボンニュートラル



衆参両院で気候非常事態宣言を可決
2020年11月19日、20日

衆院本会議

参院本会議



国会における気候非常事態宣言決議

〇 近年、地球温暖化の要因として、世界各地を記録的な熱波が襲い、大規模な森林火災を
引き起こすとともに、ハリケーンや洪水が未曽有の被害をもたらしている。我が国でも、災
害級の猛暑や熱中症による搬送者・死亡者数の増加のほか、数十年に一度といわれる台
風・豪雨が毎年のように発生し深刻な被害をもたらしている。

〇 これに対し、世界は、パリ協定の下、温室効果ガスの排出削減目標を定め、取組の強化を
進めているが、各国が掲げている目標を達成しても必要な削減量には大きく不足しており、
世界はまさに気候危機と呼ぶべき状況に直面している。

〇 私たちは「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状況に立ち至って
いる」との認識を世界と共有する。そしてこの危機を克服すべく、一日も早い脱炭素社会の
実現に向けて、我が国の経済社会の再設計・取組の抜本的強化を行い、国際社会の名誉
ある一員として、それに相応しい取組を、国を挙げて実践していくことを決意する。その第
一歩として、ここに国民を代表する国会の総意として気候非常事態を宣言する。

〇 右決議する。





1. 既に気候非常事態を宣言した自治体、これから宣言しようとする自治体、2050年ネット・
ゼロエミッションを目指す自治体、青少年、市民、専門家、NGO、企業、行政等が自由に
交流できるプラットフォームをつくる

2. 気候非常事態朝食会（CEN朝食会）を開催するほか、様々な交流会を開催する

3. カーボンニュートラルに資する製品・サービス・ソリューションの普及を行う

4. 国内外の先進的取り組みのデータベースを構築し公開する

5. 2021年10月に気候非常事態宣言とアクションプランサミットを開催する

6. その他

活動内容





“脱炭素化”と“脱物質化”の比較
（人口抑制と文明化の抑制以外に道はあるのか、エコ文明は可能か）

脱炭素化、
脱“温室効果ガス”化

脱物質化

目的 危険な気候変動を回避 資源枯渇、環境汚染を回避

国際的目標
2℃ターゲット
（このままでは30年以内に突破される）

明確なものはない
2050年の世界のマテリアルフローを2010年のマテリア
ルフローに抑制など

方法

脱炭素経済、自然エネルギー経済など
CO2排出ゼロ、原子力利用
カーボンプライシング

カーボンバジェット
化石燃料からの投資撤退
エシカルエネルギーの調達

循環経済
資源効率の向上（しかし限界がある）
廃棄物税、バージン材料税

製品へのリサイクル材料使用の義務化、エコデザインの
厳格化、サービス化（サービス化には限界がある）
マテリアルバジェット？
資源採掘からの投資撤退？
エシカルマテリアルの調達

トレードオフ

自然エネルギー経済には希少金属が大量
に必要

文明の基礎である鉄、セメント、プラスチックはCO2を排
出するか、化石燃料に依存

バイオマスに依存すれば食糧生産とトレードオフ





Context / 文脈

ユロッパの二酸化炭素生産／国分別 事業別



The Citizens‘ Climate Convention

フランス気候市民会議とは…
パリの「気候に関する契約」 « Accord de Paris » 5年後、記念日に設立された

For the first time, a panel describing the diversity of French citizens is directly involved in the preparation of the law.

フランス国民の多様性を説明するパネルは、法律の作成に直接関与しています

The Citizen's Climate Convention, an unprecedented democratic experiment in France, aims to give a voice to
citizens in order to accelerate the fight against climate change/気候変動との戦いを加速させるため. Its mandate is to
define a series of measures to achieve a reduction of at least 40% in greenhouse gas emissions by 2030 (compared
to 1990) in a spirit of social justice.その任務は、2030年までに温室効果ガス排出量を少なくとも40％削減するための一連の対策
を定義することである

Decided by the President of the Republic, it brings together 150 people, all drawn by lot; it illustrates the diversity of
French society.大統領が決定し、抽選で150人が集まり、フランス社会の多様性を表現しています。

These citizens inform themselves, debate and prepare bills on all issues relating to the means of combating climate
change.これらの市民は、気候変動との戦いの手段に関連するすべての問題について、自ら情報を提供し、議論し、法案を準備します。

The President of the Republic has undertaken that these legislative and regulatory proposals will be submitted
"unfiltered" either to a referendum, to a vote in parliament or to direct regulatory application.大統領は、これらの立法・規
制提案は、国民投票、議会での投票、または直接の規制適用のいずれかに「フィルターをかけずに」提出されることを約束しています。



How were they selected?

Gender/性別: in accordance with the reality of French society, the Convention is 51% female and
49% maleフランス社会の実情に合わせて、条約は女性５１％、男性４９％となっています

Age/年齢: 6 age groups, proportional to the age pyramid from 16 years old, have been defined. 16歳
からの年齢ピラミッドに比例した6つの年齢層が定義されています

The level of qualification/資格のレベル: 6 levels have been selected to reflect the structure of the
French population from this point of view. Particular attention is paid to the need for a fair presence
of non-degree holders.このような観点からフランスの人口の構造を反映するために、6つのレベルが選択されて
います

The socio-professional categories/社会的職業分類: the Citizen‘s Convention reflects the diversity of
CSPs (blue-collar workers, employees, managers, etc.) within the French population. People
experiencing extreme poverty are also present.極貧を経験している人たちも参加します

The type of territory/領土の種類 : based on INSEE categories, the Convention respects the
distribution of people according to the type of territory in which they live (major urban centres,
inner suburbs, rural municipalities, etc.). People from priority urban policy neighbourhoods (QPV)
are also present.

The geographical area/地理的エリア: the Convention also illustrates the distribution of the French
population over the metropolitan (Region) and ultra-marine territory.条約はまた、大都市圏（地方）と超
海洋地域におけるフランスの人口分布を示している。

The Harris Interactive Institute was in charge of drawing lots for the 150 participants. Telephone 
numbers were automatically generated - 85% mobile and 15% fixed-line - and approximately 300,000 

numbers were generated between the end of  August and the end of  September

市民の選択

The aim was to obtain a representative sample of  the French population



性別 社会的職業分類年齢

領土の種類地理的エリア



What is their role?

Their mandate is to define a set of measures to achieve at least a 40% reduction in
greenhouse gas emissions by 2030 (compared to 1990) in a spirit of social justice.そ
の任務は、2030年までに温室効果ガス排出量を少なくとも40％削減（1990年比）するための一
連の対策を定義することです。

The convention will be able to address issues relating to the energy renovation of
buildings, agriculture, mobility, ecological taxation and any other locks or levers of
action it deems relevant.この条約は、建物のエネルギー改修、農業、モビリティ、エコォジー税、
その他の関連すると思われるロックや行動のレバーに関連する問題に対処することができるよう
になる

The French President of the Republic has undertaken that these legislative and
regulatory proposals will be submitted “unfiltered” either to a referendum, to a vote
in parliament or to direct regulatory application フランス共和国大統領は、これらの立法・
規制提案は、国民投票、議会での投票、または直接規制の適用のいずれかに「フィルターをかけ
ずに」提出されることを約束されています。

The 150 citizens drawn at random （くじを引く）gathered within the convention will inform
themselves, debate, make choices and draw up measures (legislative and regulatory) to
combat climate change.

役割



How do they work?
The participants will meet six times over three-day weekends in Paris at the Economic, 
Social and Environmental Council. 参加者は3日間の週末に6回、パリの経済・社会・環境会議
に集合する





Composition of  the Governance Committee
The Citizens' Climate Convention is independent. It is free to make its own choices. The organisation of the Citizens'
Climate Convention has been entrusted to the Economic, Social and Environmental Council (EESC). A Governance
Committee independent of the Government has been set up to ensure the support of the Convention, preserve its
independence and respect its will. This committee is constantly supplemented by citizens drawn by lot.

ガバナンス委員会の構成



The guarantors
Three guarantors have been appointed to provide an outside view of  the approach. They 
ensure that the necessary conditions are in place to guarantee the independence of  the 
Citizens' Convention and that it can work under good conditions. 

見守る人



Legislative Committee

法制委員会
The Governance Committee mandates the

Legislation Committee to carry out legislative

transcription work on the measures prepared by

the members of the Citizens' Climate Convention.

ガバナンス委員会は、法制委員会に、市民気候条約のメン
バーが作成した施策の法制転写作業を委任しています。



Stakeholders

ステークホルダー



Budget 予算 7億円



How do they work?

どうやって仕事をするの？
On the basis of hearings of experts with contradictory opinions and summaries of work (from researchers,

international organisations and civil society organisations), citizens will draw lots to draw up proposals for laws and

regulations that will enable France to better fight climate change.矛盾する意見を持つ専門家からのヒアリングや仕事のまと
め（研究者、国際機関、市民団体など）をもとに、フランスが気候変動とよりよく闘うための法律や規制の提案を、市民が抽選で作成して
いきます。

This is not an assembly of specialists. Participants come from all professional backgrounds, from all regions, of all

ages... Each of the 150 participants will bring their own expertise. The diversity of the profiles of the members of the

Citizen's Convention for the Climate is a guarantee that all the topics covered will be addressed taking into account

the diversity of French people's lives, their needs and their wishes for the future.これは専門家の集まりではありません。参
加者は、あらゆる職業、あらゆる地域、あらゆる年齢層から集まっています... 150名の参加者がそれぞれの専門知識を持ち寄ります。

Most of the exchanges will take place in sub-groups to have time to exchange, to be at ease and to participate in the

collective production. Specialists in citizen dialogue accompany these exchanges, without influencing them: the floor

will be left to the citizens. On a regular basis, each group will share its work with all 150 members of the Citizen's

Climate Convention.交流のほとんどは、小グループに分かれて行われ、交流の時間を持ち、安心して集団生産に参加できるようにし
ます。市民対話の専門家がこれらの交流に同行しますが、影響を与えることはありません。定期的に、各グループは、市民気候条約に
参加する150人のメンバー全員と活動を共有します

No specific skills are required. The participants will work with different speakers, specialists in the topics discussed,

including legal experts who will help them to translate what they want to implement into legal terms.特定のスキルは必
要ありません。参加者は、異なるスピーカー、議論されているトピックの専門家、法律の専門家などと協力して、自分たちが実施したいこ
とを法律用語に翻訳する手助けをしてくれます。



Not so successfull 人気は低い
Hardly more than one voter in three (36%) said they wanted to take part in this referendum, a very low rate which,

if confirmed, would place it among the least mobilizing referendums of the Fifth Republic (e.g. referendum on

New Caledonia in 1988, referendum on the five-year term in 2000).

This low level of enthusiasm is due

in particular to the fact that this

referendum is perceived by a large

majority of French people (61%) as

a "political coup". A classic

suspicion under the Fifth Republic

with regard to presidents planning

to use the referendum weapon.

この熱意の低さは、特にこの国民投票が
フランス国民の大多数（61％）に「政治的
嘘の政策」と受け止められていることに起
因している。国民投票の武器を使用するこ
とを計画している大統領に関して疑惑。



Results結果
“Many of the measures proposed by the 150 have been planed down, subject to further arbitration or

referred back to the European level. They could have found their place in the climate bill to be debated in the

Assembly in March. And how can we not doubt the sincerity of the executive on the need to raise the

"protection of biodiversity" to constitutional status when a law was passed in the autumn to grant beet

growers a derogation from the use of neonicotinoids?” (Libération 15.12.2020)

A majority of  

the 146 

measures 

were partially 

taken up and 

28 were 

discarded.

146件の対策の
うち、大半が部分
的に取り上げら
れ、28件が破棄

された。



フランスでの二酸化炭素の排
出事業者

運送

ディーゼル車(個人）



“Finally, a large majority of the measures (78, or 53%) were

partially taken up. Most often, the government follows the

citizens' intention, but does not go as far as the convention in

adopting binding measures for businesses, communities or

individuals. For example, while the "conventionnels" called

for an obligation to renovate all housing, the "climate and

resilience" law provides for a ban on the rental of thermal

sieves alone (i.e. 7% of housing) in 2028, which represents

an incentive rather than a constraint, and without the

obligation, called for by the citizens' convention, to achieve

an A, B or C level of energy performance.

Many measures have also been postponed (such as the

reduction in the tax advantage on diesel fuel for heavy goods

vehicles), reduced, or subject to exceptions (such as the

abolition of domestic air routes when there is an alternative

by train for a journey of less than two and a half hours).

However, the government indicates that some of the

measures in the bill could be further strengthened.”

A majority of the 122 measures were partially taken up and

28 were discarded.

Results結果

Le Monde 10.02.2021

最後に、大多数（78件、53％）の対策が部分的に取り上げられた。
多くの場合、政府は市民の意向には従うが、企業や地域社会、個
人を拘束する措置を採択する際には、条約のようには行かない。例
えば、「条約」がすべての住宅の改修義務を求めていたのに対し、
「気候と回復力」法では、2028年に夏期休暇間のみのレンタルを禁
止（住宅の7％）を定めているが、これは義務ではなく要請であり、
市民の条約で求められているA、B、Cレベルのエネルギー性能を
達成する義務はない。
また、多くの施策が先送り（大型車のディーゼル燃料の税制優遇措
置の引き下げなど）や縮小、例外措置（2時間半以内の移動時間が
電車で代替可能な場合の国内航空路線の廃止など）の対象となっ
ています。しかし、政府は法案に盛り込まれた措置の一部をさらに
強化できる可能性を示しています。”

150件中122件の措置の大半が一部取り上げられ、28件の措置
は破棄されました。



2021.2.17（水）13:00-17:00
新型コロナ・気候非常事態に応答し脱炭素社会に向けて

主催：日本建築学会地球環境委員会,
共催：SDGs対応推進特別調査委員会,低炭素社会推進会議

会場：ZOOMウエビナー

Paris協定達成に向けた
ポストコロナ時代の社会システム設計と国土利用
Social System Design and Land Use towards Paris Target after Covid-19

外 岡 豊

Yutaka TONOOKA

埼玉大学 名誉教授

早稲田大学招聘研究員

エコステージ協会 理事

低炭素社会推進会議 幹事，

日本建築学会地球環境委員会・建築物Paris協定達成小委員会主査

同・SDGs特別調査委員会幹事

同人為的要因による自然災害の防止に向けた技術･社会に関する特別研究委員会

地球システム倫理学会、エネルギー資源学会、環境経済政策学会、環境社会学会、日本都市計画学会、日本LCA学会等会員



気候変動対応
4段階

対策なし
GDPも排出量も増大

（持続可能開発検討開始）

京都議定書
GDP増大
排出抑制

GDP成長

排出量削減

パリ協定後
低炭素から
脱炭素へ
Decoupling
経済と
環境の分離

気候非常事態,気候危機
Climate Emergency

How dare you?
トンベリ要求
GDP無視で
大幅削減開始せよ

1997
京都議定書
経済成長容認前提

数％削減でも成果大

2019EU.GD,2020中国2060zero声明,菅CN脱炭素宣言,2021USA.Paris協定復帰

1980年代以前
は無関心だった

認知始まり
1979USA地球温暖
化警告報告
世界気候会議

１ ２

３ ４

Yutaka TONOOKA

脱GDP時代へ



温室効果ガス排出量 世界計 1800-2018 5年平均

3

2050
排出
ゼロに
近づける

Y.TONOOKA

気候変動は気温の断層
時間の圧縮
化石燃料 生成に何万年
燃焼（酸化）は一瞬
だからCO2濃度は急上昇→412ppm

21世紀初頭
人類史は

V字のカーブ
を切る時代

人新世
20世紀～は
異常すぎる
コロナ禍で
急に現実味

森林破壊等

他GHGsメタン等

石炭

石油

天然ガス



異常の累積

情報技術 50年
大衆消費社会 100年
産業社会 300年
貨幣経済 3000年
農耕社会 1万年
人類 700万年

人新世とGreat 
Accelerationの背景

大衆消費社会

4

11

資源枯渇の壁
地球温暖化の壁
感染症の壁と
情報化は加速要因にも

減少要因にも

増大抑制できなければ
もっと非常事態

情報技術



Anthropocene人新世とGreat Acceleration急加速

Anthropocene人新世

Paul Jozef Crutzenノーベル賞大気化学(高層大気）研究者が

ある学会で地球環境の異常な状況に耐えかねてわめき出したことがきっかけ

最終氷期以降1万年以上続いていた完新世から区別 新地質時代区分

1945年から説が有力

その背景にGreat Acceleration：人類活動の加速度的増大

工業生産量の急激な増大→資源採掘量、廃棄物の増大、環境負荷の増大

人工化学物質、農楽、危険物質、核廃棄物の環境中拡散

医薬品、食品添加物、残留農薬、環境汚染物質等

の摂取による人類と諸生物の遺伝子破壊

Capitalosene資本新世 説も←異常の原動力は資本主義経済Malm,A.,Moore,J.



基本的視点：今、ここ、私を宇宙に位置付ける

社会の歴史＋地球の歴史・重ね合わせ
時間規模が異なる事象の重ね合わせ
新型コロナ禍、原発事故処理、
気候変動、オゾン層破壊、熱帯雨林破壊
大地震、大津波、火山爆発
隕石衝突

対数軸：宇宙史も記述可能



気候危機と世界感染症－共通の背景

資本主義経済

近代科学工業→生産規模拡大

エネルギー,金属,他 資源開発

経営システム

＋金融システム→

巨大企業・世界市場ビジネス

→国家以上規模大資本

都市化

＋交通手段発達→

巨大都市

→世界規模交易物流と旅客往来

電子情報技術→

全てのシステムの高度化

近代国家

さらにその裏に18～1９ｃ
欧州発の科学革命,近代文明
産業革命
経済システムの発展
欧州の植民地支配
進歩思想
その元はデカルト哲学(17c)：

方法序説1637
個人の確立と
(神を含む)自然の客体化

存在から所有へ

その元は北イタリア・ルネッサンス
神に見られている人間

→神を見ている人間へ(服部英二）

自己存在意識変化



夏目漱石が恐れていたとどまるところを知らない科学技術の進歩
1世紀後、夏目漱石の予感を大きく超えた大進歩

→そして気候変動問題と世界感染症に直面した

人間の不安は科学の発展からくる。進んで止まる事を知らない科学は、かつ
て我々に止まる事を許して呉れた事がない。徒歩から俥、俥から馬車、馬車
から汽車、汽車から自動車、それから航行船、それから飛行機と、何処迄伴
れて行かれるか分からない。実に恐ろしい。
．

夏目漱石 小説『行人』 1912（大正元）年12月6日から1913年11月5日まで、

『朝日新聞』に連載。1914年1月刊。
．

1世紀後、漱石が恐ろしいと言っていた事は漱石の予想を超えて大発展した。

自動車が人間同様に『産めよ、増やせよ、地に満ちよ』と生産され、

成層圏を巨大旅客機が飛び交い、その上空に衛星も飛び交い、無人衛星が他の惑星に行っ
て帰ることも実現した。大洋を巨大貨物船が往来し、大量の物資が運ばれている。

さらに瞬時にして映像もお金も飛び交う情報通信も実現した。そして恐れていたことは

気候変動と世界感染症となって現実化した。漱石はロンドンに住んで科学技術の進歩を理解



ものの見方、見え方の変化 時間と空間の規模と場の設定
人新世：地球環境問題の深刻さ・地球史から見直す

１万年単位の地質時代区分,成層圏から見るCrutzenの視点

生命史から見る中村桂子の視点 C炭素は生物存在の主要元素 なのに脱炭素？？

コンゴから見る西原智昭の視点 レアメタルがアフリカの自然を破壊

ナオミ・クラインの主張：気候変動、非白人コミュニティーや先住民族の意見も聞け
.

デカルト「方法序説(1637年)」から300年 ニーチェ「神は死んだ」1882年から140年

進歩史観も加速変化していた 生命科学も大進化（中村桂子）人ゲノム解析2003年

気候変動＋新型コロナ禍＋原発事故処理＋α から見えるもの 外箱:人新世

α：原爆・核実験、沈黙の春、レアメタル採掘、水俣病、辺野古埋立、世界経済
.

失楽園（アダムとイブ・知恵の実を食べた）から30万年(ホモサピエンス）

宇宙拡散の如く人類は加速度的に自然から離れている これもGreat Acceleration



宇宙内存在の自覚：ヘッケル反復説とフラクタル幾何学
フラクタル幾何学：部分と全体の相似:

万物の基本成長構造（生物デザインも）

宇宙・惑星構造と原子構造（核と電子）はそっくり

自然内存在の自覚：

涙をなめて出自(陸上進出前・海に居た)を思い出せ

自分の鼻息は海岸に打ち寄せる波と同じリズム:発見

ヘッケル反復説：
個体成長は生物進化をなぞる

自己代入 Ｘ＝F(F(・・・F(X)))
で得られる形
植物や雲に似た形の例



Great Acceleration原点は貨幣経済
BC670最初の金属貨幣鋳造
このころ日本は縄文後期 神武天皇
.

アリストテレス(BC385-322)は見破っていた
貨幣経済の弊害：富者の欲望の無限化:認識
ギリシャ都市国家 顔が見えない交換＝貨幣経済 自由主義
交換手段だった貨幣→貨幣蓄積が目的化 欲望の無限化
→共同体の秩序を破壊する 貨幣使用の弊害を指摘
.

貨幣鋳造 金、銀採取のため鉱業
未熟な技術 自然破壊と奴隷使い捨て過酷労働
大プリニウス(AD23-79)の鉱業批判－環境破壊の視点から
鉱業：死者の霊の居場所である大地からはらわた
（内臓）をつかみだすようなもの
あくなき富の追求の将来結末を憂える
.

大プリニウス説が2000年後に現実に
1929世界大恐慌 2008リーマンショック 経済危機と感染症は一緒に来る？

最初の金貨
リュディア（小アジア,トルコ）
エレクトロン金銀自然合金
BC670~
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脱・株式会社
Great Acceleration 原動力は（上場）株式会社

問題は貨幣経済、資本、企業、ビジネス活動と言って来たが

核心は資本金調達力:巨大企業の資本金拡大＝

問題は（上場）株式会社の資本金調達力 起こりは東インド会社
.

世界GDP 2000年 33.8兆ドル → 84.9兆ドル 2018年 2.5倍

1913年 2.7兆ドル 約100年で30倍以上

GAFA＋M株価 2019年末 4.9兆ドル 2020.8末 7.4兆ドル

BAT中国IT3社 1.0兆ドル 1.5兆ドル

日本GDP 2000年頃から 5兆ドル台=失われた30年

SDGs G10 不平等是正：この格差もG10で問うべき
12



脱・近代経済学
サミュエルソン経済学が世界中を狂わせた
近代経済学思考が自然内存在を忘れさせ感染症禍も招いた

ノーベル経済学賞第２回,1970受賞 経済学教科書が世界中で販売され

地位,名声,富を若くして一挙に勝ち得た成功学者

一般均衡論：需要,供給,価格 だけを考えるグラフ

価格=スカラー量が実態を疎外する 具体性が捨象される

自己の利益最大を追及するtake&takeが前提

具体事物のすべては利益獲得の要素に矮小化される

利益追求優先を容認(慣らされて)、総合人格智を自己規制

経済学思考に染まり、地域伝統社会慣習が弱体化

かつては近代経済学を批判、警戒していた中国共産党政権

中国でも鄧小平開放改革経済以降、米国留学帰りの経済人が活躍

経済新聞ばかり読むな 市民新聞も読め 学生に助言してきた
13



脱ニューヨークコンプレックス

20世紀・世界中の誰もが世界一の大都会ニューヨークに憧れ

エンパイヤステートビル1931年竣工102階建381.0m高さを誇る

マレーシア・クアラルンプール88階建452mツインタワービル1998竣工

台北101ビル101階建509.2m,2004竣工

上海中心(センター)ビル127階建632m,2014年竣工

ドバイのハリファタワー206階建828m,2010年竣工 現在も世界一高さ

エレベーターに場所を取られ芯ばかりのトウモロコシ非効率建物

多層階を支えるため柱が太くなりLCCO2ライフサイクル環境負荷大

→超高層の高さを競う時代は終わる

新型コロナ禍は転換点・Paris協定達成へ→巨大都市の時代を終わらせる

14



電子機器と電気自動車の環境負荷 :未解決な環境リュックサック負荷
情報機器、蓄電池、高性能モーター等 貴金属とレアメタル使用
少量でも鉱石量大、コンゴの密林も荒廃、: 中国で処理:膨大な鋼滓堆積
『レアメタルがアフリカの自然を破壊し、CO2排出につながる』西原智昭

とくにレアメタル

ネオジムNd

ジスプロシウムDy

電気自動車、ハイブリッド車 高性能モーター

レアアース（希土類）合金磁石

ネオジム 約 0.27 kg 鉱石換算で 31kg

ジスプロシウム 約 0.13 kg 鉱石換算で 1 ～ 4 トン

車1台で車重量以上の鉱石必要

他に白金Pt、銅Cu、

NORM自然起源放射性物質汚染もあり

技術的にはリサイクル可能(岡部徹） 世界中でこの問題を隔そうとしている

LCA→外部経済の内部化必要=世界環境負荷税 GAFA+M+T&T主導民間自主課税せよ

国内リサイクルは脱中国依存効果も マイクロソフト、テスラ、トヨタ、他自動車工業



SDGs2030,Paris協定2050の先の到達点
.

Towards

Sunstainable Society

Through ３Millennium
三千年紀の社会
太陽エネルギー依存・持続可能へ
.

上は伊勢神宮、大和朝廷の真東、
下半分＝広島原爆ドーム
２０世紀～は異常期
人類史例外期間になるようにしたい

Sunstainableは外岡造語,2000年頃公表
左は21世紀初日,2001年賀状

 



真の持続可能性とSunstainable

真の持続可能性１：『地球の自然条件が変わらない限り、現在
以上の人口を永続的に維持できる人類の生き方』

農耕1万年の歴史から少なくとも1万年以上の持続が目標

枯渇しない資源は太陽エネルギー由来

農業,林業,牧畜もその生産力の源泉は太陽

風力，波力,潮力，バイオマス燃料も元は太陽エネルギー

真の持続可能性２：「主として太陽エネルギーとそれにより形成さ
れた自然資源を人間の知恵と労働で最大限に活かして営まれる人間
生活の総体である」と再定義

Sun太陽＋sustainable持続可能→Sunstainable



多層多重混沌共存こそが健全な自然を支える
熱帯雨林生物相と腸内細菌環境の保全=共通

健全な熱帯雨林：土壌から樹上まで多種多様生物共存

ウイルス,粘菌,ダニ,クモ,昆虫,鳥類～哺乳類+草木

健康な腸内環境：100兆個腸内フローラ(微生物相)活性化

善玉菌・悪玉菌の共存、乳酸菌維持で機能維持

→健康、免疫力維持

藤田紘一郎説：腸内細菌が脳細胞を作る

乳幼児時期に雑菌を摂取すること
.

阿保徹(故人）説：感染症対策は感染して免疫力を付けること

ワクチンは弱毒化・効力低く、添加薬剤も危険

18

混沌が秩序を織りなす自
然界の姿をそのまま受け
入れる：正当な自然理解
南方熊楠の森林曼荼羅

粘菌を含む複雑な
森林の生態系を
抽象図に表現
1903（明治36）



新新約聖書： 人新世 神に異常始末書 もう一つの非常事態宣言

旧約聖書の創世記：人類は神から地球の管理を任された

人新世のような異常を起こした:重大瑕疵 人類は管理者の資格はない

人類は地球の間借人 瑕疵復旧義務 異常を残して滅亡は許されない

『人新世の異常地層を薄い層で終わらせます』と神に誓う

新新約聖書を書くべき

気候変動問題を内包する総合深刻異常→非常事態宣言必要

地球全体のエコと同時に地球に乗っている人類のエゴとしても大問題



人新世を確実に、早く終わらせる

気候変動の緩和策・適応策を最優先としても

並行してそれ以外の諸対策を実行すべき

重金属、希土類他の資源採掘に伴う汚染拡大防止、

蓄積鋼滓処理、採掘地再生

POPs長期残留性化学物質汚染除去、危険物質管理徹底

オゾン層破壊物質等キガリ改正対象物質の使用削減と既存品の管理

核兵器、核廃棄物の処理処分と保管

生態系の破壊防止と健康回復

これらの日程表を５年単位で明示 2100年まで



美意識が大切 バランスを欠いたものは危ない 世界金融市場と原発

金融市場のデザイン 時空間比のセンスなし 美意識なし だから金融崩壊

バランスを欠いたものの危険性 極端な比率は危険,崩壊のもと

金融商品・世界市場・瞬速電子売買 世界規模市場で異常な短時間取引

国際金融市場：高速で泳ぐクジラ(瞬間電子売買)と めだか(個人投資家)が

一緒に泳ぐ池

原発の運転管理と似た危険管理業務に多くの人材が割かれている=膨大な無駄

極端な時間・空間比率が 世界規模に対応した時間比＝日単位,週単位が適切

金融市場：世界中の有能者を無駄遣い

脱・金融商品電子売買→脱金融崩壊不安→ 有能人材を気候危機対策へ

類似例：美意識を欠いた危険なもの 原子力発電 脱原発→安心生活

原発・核燃料さや管・超細長棒管内に危険物

爆弾技術の集中的なエネルギー発生力を減速材で抑制して蒸気発生応用：

火力発電より低い蒸気温度：あまりにダサい原発技術



2050年排出ゼロ Paris協定へ全世界共通目標化の機運

米国はパリ協定に復帰 バイデン新大統領署名2021.1.20

EU、UKと欧州各国、中国は2060年ゼロ目標

出そろった → 世界共通炭素税の可能性

CO2税 CO2税 CO2税 CO2税 CO2税 CO2税

5200円 12000円 5200円 12000円 5200円 12000円

製品　　単位 価格 税額 税額 課税後価格 課税後価格 値上率％ 値上率％

H型鋼　　　　　ｔ 85,000 10,578 24,410 95,578 109,410 112% 129%

異型鋼棒(鉄筋） ｔ 77,000 2,229 5,143 79,229 82,143 103% 107%

セメント             ｔ 11,000 4,377 10,100 15,377 21,100 140% 192%

生コン　          m3 16,000 1,760 4,062 17,760 20,062 111% 125%

炭素税課税後の価格変化例 主要建材 セメント値上大だが生コンは鉄鋼並み



テレビの功罪 不完全情報を拡散＝国民的誤解誘導 社会的に危険

国民的3密対策はテレビを通じて浸透した

しかしEvidence Based Actionではなかった：肝心な説明が欠けていた

感染状況＝限定的PCR検査数のうちの陽性者数

毎日こればかり数十名の陽性者の増減が社会全体の重大事として報道された

検査目的はクラスター防止=全国感染全体状況反映せず＝大多数に誤解を誘導

欠落情報１：全国の真の感染者数は何人か

欠落情報２：陽性とはどのような危険なのか

合成して：限定的PCR検査・陽性者数、全国計の社会的意味:説明なし
.

総じてテレビの功罪：テレビは時間を奪う,思考を浅くする,人を低俗にする

家族内対話を奪う,健康に悪い,眼も耳も悪くなる,頭・身体・精神にも悪影響

電力消費CO2排出等
23



日本のCO2排出 2つに分けられる→削減可能

24

素材生産と交通運輸の排出削減はGDP低下、雇用削減に影響小
サービス業を含む産業活動を抑制→容易に排出削減できる



脱・石炭火力 脱・ビッグプロジェクト
EGS投資方針に合致 divestment投資撤退

ビッグプロジェクト継続？←→排出削減＋社会経済国民負担削減優先すべき

2050年排出ゼロ目標←→横須賀火力他・石炭火力建設？？

IR開発：コロナ禍で事業環境激変・撤退 でも誘致？ 横浜市

大阪万博：コロナ後開催？ 万博は19cロンドン,パリ都市開発手法 時代遅れ

オリンピック・パラリンピックの苦境に反省なし

ビッグプロジェクト中止はまとまった排出削減効果大

一貫性ある政策・全体への配慮

空き家13.6%←→住宅新築（低金利ローン）・アパート新築(相続税対策)

消費税UP・飲食店営業短縮→持帰増加→プラ容器使用→海ごみプ

25



人間と森林生態の適正距離模索： 感染症対策と獣害対策

密林開発が感染症の発端 コウモリ等中間宿主

中間山村：過疎化→獣害 関係の再構築必要

.

自然総体との関わり→科学的理解

→里山・里海・里河川・適正管理

→健全な自然→健全な国土＝resilience

広葉樹・自然更新→薪炭林復活→木炭→炭素貯蔵＝CCS

大学リーモート受講→若年層の過疎地（二地域）移住

国土有効利用・余剰資産有効利用・各種体験→多重効果

26



日本の現状－衣食住・食物も建物も農地も余っている

衣服新品年28億服販売 半分売れ残り

食品廃棄物等2759万トンうち食品ロス643万トン(2016年度）

世界計食料廃棄量13憶トン

農地：耕地面積442.0万hamうち荒廃農地は28万ha、6%相当

住宅6242万戸うち846万戸、13.6%空家

新築90.5万戸、住宅戸数5年間で3%増

都内の業務ビル空室率09％、名古屋1.8% 都内の空室率急増するだろう

人手は不足 求人倍率1.61完全失業率2.4％だった(2018年
度)→3.0%(2020.8)

物も家も余っている ビルも余りそう

一部の業種では仕事が減っているが、全体としては人手が足りない

27



食の安全保障 量と質
蛋白源 食肉 輸入依存度を低下させる 餌倍率を低下させる

トウモロコシ等含飼料輸入2千万トン 食肉輸入も増加

牛肉×：餌倍率が高い,輸入依存度大,高価格,CH4排出→需給量削減へ

豚肉：牛肉に次ぐ 餌倍率・中,価格・中,輸入依存度中,

脂肪分健康に悪い 需給量微減

鶏肉：餌倍率低い,多種飼料可能,輸入飼料依存度低減可能,低価格,健康に

よい→需給量増大へ
.

提案：雑草、みみず等自然飼料活用 濃厚飼料,抗生物質入飼料不使用,

低密度平飼推奨

28



食の安全保障 農作物

米：有機無農薬栽培・玄米

大豆：国産大豆生産量増大 豆腐、味噌、醤油

小麦：国産小麦生産量増大 パン、うどん、菓子

どちらも脱農薬のため 脱

グリホサート、ネオニコチノイド等健康影響上危険視されている

農薬の摂取削減

国産は高価格であっても、どちらも国内栽培を増やしたい
.

自産自消、地産地消＋他地域農産物との相互供給

出荷時期と種類の多様性確保

緊急時相互支援確保
29



新・農本主義と新・百姓で生活を守る

安藤昌益（1703元禄-1762宝暦）の農本主義は全員農作業,実態経済重視
の先駆的持続可能社会論、マルクスより先行した脱階級社会論

新・農本主義はその現代社会版、誰もが農作業に参加
.

百姓は農民の意味ではなく農業だけで食えないので多種仕事で稼ぐとい
う意味(網野善彦説）新・百姓は副業兼業で失業しない生き方

農作業だけでなく、住宅建設職人技能を身に着けたり、多種職業就労を
可能にして経済的にも安定、働く喜びとしても充実した人生を目指す

30



エンゲル係数の逆転

食費以外に支出できる経済余力があるのはよいが

余計なの活動に時間と支出を割かない方がよい→脱経済成長

食の安全・質の追求 （奢侈追求ではない）

次世代の健康に配慮して高価でも食の安全を確保できる食品を購入

エンゲル係数は低い方がよいのではなく、

エンゲル係数が高いということはエコな生活の証明にもなる

31



ペティ・クラークの法則からの逆行:1次産業回帰

人新世の異常から脱却することが最優先
.

実態経済を重視し、衣食住を保持することを最優先にすると

二次、三次産業から一次産業への回帰が起こる

資本主義経済、商品化社会で肥大した二次、三次産業を衰退させ、

より重要な活動に人材と資金を振り向ける必要

結果、ペティ・クラークの法則

(産業は1次→2次→３次へ拡張、3次産業寄与が増大する）

からの逆行を始める 、それを推進する

32



コミュニティー再構築：スポーツ(サッカー）クラブ活用
新・(地域、地域間）コミュニティー

町内会とは別に一段広域な地域コミュニティーの核として

スポーツクラブ（プロ・サッカーチームの下部組織）を想定

試合を通じて地域間交流にも活用

農作業参加者の募集、調整等も、農作物の販売も

年齢を超えた世代間交流にも

海外、異文化等との交流にも

学校でない場での全人格教育、郷土意識醸成等も
.

リモート時代の新コミュニティー＝人間のつながり
33



日本の国土利用：全体的な適正化に向けて →いずれ海外応用展開へ

人権擁護
健康、精神安定 コミュニティー
電子機器影響回避 生活慣習 いじめなし
感動感性維持 衛生環境 脱差別貧困
教育、教養 犯罪撲滅

快適、健康 良好な社会資産建築 良好な地域構造
日照、通風、結露なし 不動産制度抜本改革 良好な交通網
利便、意匠 都市基盤施設整備 保全された自然環境
安全(耐震,耐火） 保全された都市環境 伝統文化の継承
防白蟻、防かび 景観、アメニティー

双方向通信活用 国際為替安定化 ローテク活用
共通情報共有 CSV追求 美しい技術開発
情報安全 脱過剰ビジネス 過剰技術革新抑制

省エネ、再生エネ 自然資源依存 農地保全
脱化石燃料 最低限の鉱物資源依存 食の安全(脱農薬）
脱原発 脱遺伝子組換

危険居住域撤退 国産木材需要 法正林化、
臨海工業地帯津波対策 適正木材価格 混交林化
被災防止策徹底(避難等） 植林,間伐

生態系保全 気候変動防止 人新世早期終焉
自然回復、里山里海 オゾン層破壊防止 感染症制御
水資源確保 熱帯雨林破壊防止等 人類の健康保全

生物多様性維持

安全な国土利用 適正林業 健全な森林

健全な国土(日本） 健全な地球 健全な人類

住みやすい地域

適正経済活動 適正技術利用

適正エネルギー利用 適正資源利用 健全農業

健全な人 健全な生活 健全な社会

住みやすい家 住みやすい街

適正情報利用

34



芸術の全体性を取り戻す：不可知→頼るものは美意識

芸術の可能性１

黄金比追求→バランス回復→安定経路→失敗損失回避 (前出）

芸術の可能性２

身体性の回復（アフリカ原住民の歌謡舞踏、鬼太鼓座

宗教と芸術の融合（宗教と歌と踊り：踊念仏・時宗）

宗教と世界構造の表現(胎蔵界・金剛界・曼荼羅)

芸術の可能性３：超越の具現化

空想の世界をかたちにする(鳥獣戯画、竜宮城)

時空間を超越(銀河鉄道の夜・宮沢賢治)

民族の現実を受け止める感情表現(ピカソ・ゲルニカ)

時代を超越的に先取りする(火の鳥・手塚治虫)

例：新型コロナウイルス、気候変動を芸術表現

芸術の可能性４：工芸の可能性：日常の中に美を楽しむ 労働と余暇の分離→生活へ統合

アフリカ原住民族 柳宗悦:民芸 庶民のもの 塗り椀への愛着:中学校時代、鎌倉の骨董品屋
.

青山昌文 西洋芸術の歴史と理論 放送大学2016 現代社会の誤った芸術観を正す

ギリシャ円形劇場・演劇と直接政治の場 不可分だった時代

現代の芸術 社会から外れた芸術家(一人よがりな探求者) 製作者と鑑賞者に分離 35



結：失楽園以来自然生物存在から遠ざかって来た人類の方向転換
－楽園へ戻りたい意思表明=脱分化、統合へ ←そこで古神道

外化した手段の発展に伴い全てを内在していた生物存在であった記憶が薄れている

様々な人工物を創出し、頭脳さえ電子技術化し、遺伝子情報さえ操作しようとして
いる今日、楽園から余りにも遠いところに来てしまった

すると最も原始的な生物存在のウイルスから急に呼び戻された

分業と技術により強大な人類社会を構築したが、様々なものは分化し、貨幣
(Money)で育つ企業、あるいは租税支配する国家等、巨大組織(超個体）が出現し
て自然人はその働きアリ（支配下個体）に成り下がることになった 貨幣が支配す
る巨大組織の時代、自然人は国家と企業(組織）という超個体の配下において生きる
他なく、まさに楽園は高次に失われた

統合（というより）脱分化は楽園に戻れないまでも楽園から遠ざかる方向を転換し
て楽園に近いところに戻ろうとする復興（Rnaissance)運動=21世紀初頭V字転換

日本人は古神道の自然観、世界観を伝統的に持って生活して来た

=持続可能先進国の実績 →世界を先導して多重の危機に立ち向かうべき
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Outline

1. Overview
• COVID-19 pandemic in India

• What happened in slums: Dharavi, Mumbai

2. Literature review
• Impacts of COVID-19 pandemic on cities and/or buildings in India

3. A case study
• Survey in slums and slum rehabilitation houses in Mumbai (Dec 2020-Jan 

2021)
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COVID 19 SITUATION IN INDIA

Total population: 1.38 billion

Date: 21 January 2021

Total confirmed cases: 10,767,206
Total recovered cases: 10,447,450
Total active cases: 160,728
Total deaths: 154,522
Cases per one million population: 5385.98

https://www.who.int/countries/ind/

United States         24,998,975

India                         10,611,728

Global position 2nd

Image sources: Internet (google images)

Japan                             339,774
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LOCKDOWN IN INDIA

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/07/02/how-well-is-
india-responding-to-covid-19/

4

Lockdown 1.0 from 24 March, extended for 21 days.

▪ Compulsory use of mask (else fine imposed)
▪ Physical distancing
▪ A strict restriction on inter-state and inter-district

travelling
▪ Flights suspended
▪ Closure of gathering places conducting non-essential

activities (for example; gym, shopping mall, religious
places, restaurants, offices)

▪ Night curfew
▪ Restrictions based on activity type, age and health

condition, Maximum passenger limit in the vehicles, and
commercial and public places.

Although the COVID-19 cases were increasing nationwide, the
national and state government relaxed the restrictions at different
stages (Lockdown 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0) to help the people to involve
in the essential activities in the new normal conditions.



CHALLENGES INDIA FACED: UNEMPLOYMENT

• Five months into the lockdown, India has witnessed a sharp decline in the number of jobs in the formal sector — the largest
source of salaried employment in the country.

• Even after unlocking the economy, there has been no improvement in the salaried jobs space. The government has cited the
unprecedented economic crisis behind the job situation in the country.

Hotels, Restaurants

Shopping centers

Gymnasiums

Amusement parks

Cinema halls

Theatres

Flights

C
lo

se
d

 f
o

r 
3

-6
 m

o
n

th
s

Japan                             
2.4%

https://www.statista.com/statistics/1111487/coronavirus-impact-on-unemployment-rate/
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Migrants wait in queues before boarding a 
bus to the railway station in Surat

Migrants keep their luggage to reserve their spot in a queue, while they sit under shade, before 
boarding a bus to the railway station, during the ongoing nationwide lockdown, in Surat

• The nationwide lockdown in India which started about a month
ago has impacted nearly 40 million internal migrants.

• Lockdowns, loss of employment, and social distancing prompted a

chaotic and painful process of mass return for internal
migrants.

• Special trains and buses were being deployed for stranded
migrants and students.

CHALLENGES INDIA FACED: MIGRATION

https://thefederal.com/states/west/gujarat/migrant-
workers-gather-on-surat-roads-second-day-in-row/

https://www.hindustantimes.com/india-news/20-special-trains-
scheduled-to-run-today-to-ferry-migrants-to-bihar-up-and-
jharkhand/story-cvPBkeWj055IS1rAqQVqVO.html

https://www.newindianexpress.com/nation/2020/may/28/guj
arats-coronavirus-count-crosses-15000-mark-more-than-1900-
return-to-the-western-state-from-fo-2149074.html

https://www.business-standard.com/article/current-
affairs/in-pictures-migrants-returning-back-to-native-
places-across-the-country-120052701476_1.html
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MAHARASHTRA-MUMBAI IN COVID-19

World Map

Map of India

Map of Maharashtra State

Mumbai mega-city with
its intermittent spikes
in Covid-19 positive
cases has earned the

title of ‘India’s
Covid-19
hotspot’ and

has experienced the
transmission much
faster than national
average.

Maharashtra          1,586,321

Mumbai              240,335
https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/04/16/are-slums-more-vulnerable-to-
the-covid-19-pandemic-evidence-from-mumbai/
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MUMBAI BEFORE LOCKDOWN

MUMBAI DURING LOCKDOWN

Local trains Streets Tourist spots

https://www.knocksense.com/mumbai/major-spots-in-mumbai-close-
down-due-to-fear-of-covid-19-spread

https://www.mumbailive.com/en/transport/mumbai-
local-mail-express-closed-till-may-3-midnight-48212

https://www.financialexpress.com/infrastructure/railw
ays/safety-first-for-indian-railways-mumbai-local-train-
coaches-to-have-blue-lights-heres-why/1442833/

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gateway_of_In
dia_-Mumbai.jpg
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DHARAVI
ASIA’S BIGGEST SLUM

WORLD’S TOP 30 MEGA SLUMS

Spread over 2.4 sq km, Dharavi, Asia’s largest slum, is home to some 60,000 families and 869,000 people — among the most 
densely packed human habitations on the planet.

https://www.dnaindia.com/india/report-coronavirus-scare-in-dharavi-second-positive-covid-
19-case-found-in-asia-s-largest-slum-2819406

https://www.facebook.com/cnnnews18/photos/a.10150159865694202/10159760291689202/
?type=3
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• In homes that are cramped, stuffy and increasingly low on food,
residents of Dharavi slum are struggling under India’s nationwide
lockdown.

• Dharavi, is a tough place to be confined, and also one of the most
vulnerable to the new coronavirus because of the density of its
population and poor sanitation.

• Hundreds of people sometimes share the same bathroom.
• Access to clean water is not guaranteed. Soap is a luxury.

DHARAVI AT A GLANCE

Open defecation/ Community level toilet Bunk beds/ Upper floor 
adjusting in small room

0.5-1 metre wide access alleys kitchen

https://www.indiatvnews.com/news/india/coronavirus-covid-19-dharavi-new-cases-
mumbai-infections-maharashtra-604503

https://www.scmp.com/magazines/post-
magazine/food-drink/article/1939021/lessons-
flavour-and-frugality-home-cooks-dharavi

https://theconversation.com/how-
mumbais-poorest-neighbourhood-is-
battling-to-keep-coronavirus-at-bay-

137504

https://www.gettyimages.in/photos/asias-
largest-

slum?mediatype=photography&phrase=asia%27s
%20largest%20slum&sort=mostpopular
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• Crowding factor or high household size.

➢ Mumbai metro-city: 4.6 people

➢ Low-income settlements: 5.3 people

➢ Dharavi: 6-9 people

• This crowding factor turns detrimental when the household

members are confined to stay inside a 10-15m2 hutment.

• Most slum dwellers earn as day labourers and construction staff

tend to work in different shifts, thereby sharing the hutments.

• However, this phenomenon turns unmanageable during the

pandemic when all activities remain shut and all the members are

confined in the single tenement throughout, failing to maintain a

physical distance of 2-3m.

DHARAVI CONDITION DURING PANDEMIC

Inside the house of Slums in India-Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=p42ysbe--oA)

11

Date: 15 December 2020

Total confirmed cases: 3,760
Total recovered cases: 3,435
Total active cases: 13
Total deaths: 312



Dharavi’s challenges to curb COVID-19

• Dense population

• Miniature houses

• Community Toilets

• Inadequate water supply

• Improper waste management

• Illiteracy/lack of awareness

• Paucity of health care services

• Large number of industrial units (ill-managed)

12



WAY OUT IN DHARAVI

• The government authorities decided to chase the virus in order to stop transmission in the highly populated dense area.
• The health officials started screening and testing by setting up various COVID-testing camps across the slum.
• For the successful operation of this model, a multi-sectoral approach was adopted. The bureaucrats, politicians,

government health officials, private doctors, municipal corporation workers, communities, families and individuals all
played a significant role in the control of pandemics.

• The administration sealed the border and set up 24 check-posts at entry points of the slum with immediate effect.
• All types of shops, small factories and markets were closed; public and private transportation was stopped;

people movement was restricted strictly and drones are employed for reporting to police.
• A number of volunteers came forward for effective executing of these containment measures.
• The Corona war room was also established to kept eye on a very minute development in each aspect of

tracing, tracking, testing, and treating the COVID patients in the slum area.

13

Mission Dharavi

https://thefederal.com/states/west/maharashtra/dharavi
-flattens-covid-19-curve-even-before-mumbai-know-
how/

https://www.news18.com/news/india/tracing-tracking-
testing-treating-day-after-who-praise-bmc-outlines-4-ts-
behind-mission-dharavi-2711469.html

https://weather.com/en-IN/india/coronavirus/news/2020-07-
11-who-acknowledges-successful-containment-covid-19-
mumbais-dharavi
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Flattening Covid-19 curve in Dharavi

The WHO praised the efforts
taken to contain the coronavirus
in Mumbai's Dharavi while saying
that only aggressive action
combined with national unity and
global solidarity can turn this
pandemic around.

Authors’ computation 14

• Approximately  700,000  people screened in  the  slum  area  through  temperatures  and  oxygen  levels measuring.
• The fever clinic was set up inside the slum area which was very helpful in tracing the  virus  and  the  symptomatic  patients  immediately  

shifted  to  quarantine  centers.
• The civic bodies took the help of 350 local and private medical practitioners of the same vicinity and equipped them with PPE kits and 

essential  medical  tools  to  commence  proactive  screening  door  to  door  at  Dharavi.
• Local religious places, 15,000 mobile  vans  operated  for  the  awareness  of  COVID-19  symptoms  by  announcements.
• Nine  quarantine centers  were  arranged  in  nearby  schools,  sports  complexes,  marriage  palaces,  and  community  halls.
• For providing critical care, the BMC took over five private hospitals in the area. 
• Approximately 700,000 people were  screened  and  suspected  14,000  were  tested  and  13,000  placed  in  quarantine  centers. These  

were provided  with  a  free  community  kitchen. 
• At  the  first  stage,  state  authorities  directed  2,450 health workers for mass testing and containment to gradually slow down the spread of 

the virus.



Literature review

Impacts of COVID-19 in India
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Case study in Mumbai

Slums Slum Rehabilitation

Main objective

• Study on lifestyle behavior before and during Covid-19 pandemic

Survey period

• December 2020 – January 2021

Study areas

• 2 slums and 4 slum rehabilitation apartments

Total sample size

• 625 (slums: 34%, apartments: 66%)

Sampling

• Face-to-face interviews using a questionnaire form

16



Methods

Questionnaire
1. Household information

• Personal attributes

2. Building attributes
• Building information
• Window-opening behaviour
• Usage of fans/ air-conditioning

3. Household appliances
• Electricity, gas (LPG), water consumption

4. Perception for indoor environmental quality

5. Lifestyle behaviour

6. Health status

7. Changes before and after COVID-19 pandemic

17



Results

Profile of respondents (n=625)

Mean/Mode S.D.

Age of 

respondent

42.8 11.3

Male/Female(%) 34/66 -

Household size 

(person)

4.1 1.26

Building age 25.4 21.2

Building story 7 -

House type

Slums 

(34%)

Rehabilitation 

apartments 

(66%)

Note: 100% are owned houses

0 10 20 30 40 50 60

Do not know

45-135

135-270

270-405

405-600

600-750

Frequency (%)

Monthly household income 
(US$)

0 10 20 30 40

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

above 70 years

Frequency (%)

Age of respondent

0 20 40 60 80

below 5 years

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

above 50 years

Frequency (%)

Building age

0 20 40 60

below 9.3

9.4-13.9

14.0-18.6

18.7-23.2

23.3-27.9

above 27.9

Frequency (%)

Size of house
Number of rooms

1 (78%)

2 (21%)

3 (1%)

18
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Results

Window-opening behaviour
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Window-opening in bedroom

Weekdays

Weekends
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Others

To cool the room

To remove odour
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To allow entrance of wind
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Reasons for opening windows
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Air conditioners
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Results

Use of AC and fans

20

Use of exhaust 
fan/chimney in kitchen Use of ceiling fan(s) Use of table fans/wall 

fans

Use of air-
conditioning/cooler

0 20 40 60 80 100

Winter

Monsoon

Summer

Frequency (%)

Duration of AC use per day

<0.5 hour 0.5-1 hour >1 hour

No (73%)

Yes (27%)

Yes (99%)

No (1%)

No (96%)

Yes (4%)

No (98%)

Yes (2%)



Results

Change in energy use: Electricity
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Results

Change in energy use: Gas (LPG)
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Results

Change in energy use: Water
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Results

Change in residents’ consciousness
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Summary

A case study in Mumbai

• 平均4名の家族世帯（月収入US$250-500）が，1部屋のみの20-25m2の狭
小住宅に住む。

• 朝と夕方において，特に窓を開放する。窓の開放理由は，通風，換気，眺
望，においの除去，採涼。窓を閉める理由は，防犯，騒音，虫の侵入，空
気の汚れ，雨。

• エアコン所有率は2%，換気扇は27%。99%が天井ファンを使用し，4%のみが
扇風機を使用する。エアコン使用時間は短く，季節変化がある。

• 電力，ガス（LPG），水の使用量にはパンデミック前後で殆ど変化が見られ
なかった。（詳細分析が必要）

• 温冷感，熱的快適性，生活満足度は，パンデミックにより大きく低下した。

• 自然換気への意識はやや高まった。
25



2021年2月17日

脱炭素化イノベーション研究調査室
室長 中島 恵理

地域循環共生圏とカーボンニュートラルに向けた
取組



「気候危機」と「コロナ」と２つの危機に直面

▲令和元年東日本台風による被害の様子
＜長野県長野市千曲川＞

国内外で深刻な気象災害が多発、更に気象災害のリスクが高まる
6月12日、環境省として「気候危機宣言」を実施。
新型コロナウイルスによる世界中の経済社会、健康等に甚大な影響
菅総理が臨時国会の所信で2050年までにカーボンニュートラル実現を目指すこと
を宣言。

環境省により気候変動影響評価報告書公表（令和２年12月17日）

▲2019-nCoVの電子顕微鏡写真（資料：国立感染症研究所）



第五次環境基本計画の基本的方向性

目
指
す
べ
き
社
会
の
姿

１.「地域循環共生圏」の創造。

２.「世界の範となる日本」の確立。

３.これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現。

※ ① 公害を克服してきた歴史
② 優れた環境技術
③「もったいない」など循環の精神や自然と共生する伝統

を有する我が国だからこそできることがある。

※ 各地域がその特性を活かした強みを発揮
→ 地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成
→ 地域の特性に応じて補完し、支え合う

地
域
循
環
共
生
圏

生活の質を
向上する

「新しい成長」
を目指す

あらゆる観点からイノベーションを創出
幅広いパートナーシップを充実・強化

経済社会のRedesignに向けた３つの移行（脱炭素社会、循環経済、分散型社会）

を具現化する地域循環共生圏
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【第203回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説】（令和２年10月26日）＜抜粋＞

三 グリーン社会の実現

 菅政権では、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力して

参ります。我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします。もはや、温暖化への

対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変

革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です。

 鍵となるのは、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、革新的なイノベーションです。実用

化を見据えた研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資の更

なる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するな

ど、総力を挙げて取り組みます。環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進め

ていきます。世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環をつくり出してまいります。

 省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進

めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続けてきた石炭火力発電に対する政策を抜本

的に転換します。

2050年カーボンニュートラルに係る国内の動向①
１．最近の国内における主な進展

 2020年10月26日、第203回臨時国会において、菅総理より「2050年カーボン
ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことが宣言された。



4

第42回地球温暖化対策推進本部における菅内閣総理大臣指示
3．緩和（削減策）①総論

 2020年10月30日に開催された地球温暖化対策推進本部では、 2050年カーボンニュート
ラルに向けた取組について議論が行われ、菅総理から以下の指示が各閣僚にあった。

【第42回地球温暖化対策推進本部における菅内閣総理大臣指示】（令和2年10月30日）

 2050年カーボンニュートラルへの挑戦は、日本の新たな成長戦略。この挑戦を産業構造や経済社会

の発展につなげ、経済と環境の好循環を生み出していきたい。

 梶山大臣には、成長戦略策定の中心となって、厳しい課題だが、世界市場獲得の可能性があるエネル

ギー・産業分野の変革という大きな課題を背負っていただきたい。

 小泉大臣には、新たな地域の創造や国民のライフスタイルの転換など、カーボンニュートラルへの需要を創

出する経済社会の変革や、国際的な発信に取り組んでいただきたい。

 各閣僚には、それぞれの所掌分野の排出削減策、脱炭素技術の開発や実装、グリーンファイナンス促進、

関連規制の改革などを検討いただきたい。そして世界をリードできる外交も進めていただきたい。

 このような課題について、「成長戦略会議」や「国と地方で検討を行う新たな場」等において議論を重ね、

「地球温暖化対策計画」、「エネルギー基本計画」、「パリ協定に基づく長期戦略」の見直しを加速して

ほしい。

 全閣僚一丸となって、取り組むようお願いする。
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国・地方脱炭素実現会議について
１．最近の国内における主な進展

 国と地方が協働・共創して2050年までのカーボンニュートラルを実現するため、特に地域の取組と
国民のライフスタイルに密接に関わる分野を中心に、国民・生活者目線での実現に向けたロードマッ
プ、及び、それを実現するための国と地方による具体的な方策について議論する場として、国・地方
脱炭素実現会議を開催。

 令和２年12月25日の第１回では、ロードマップの素案と各省・地方公共団体の取組を元に議論。

 今後、数回の会議開催及び関係各方面からのヒアリングを通じて、ロードマップの具体化とその実現
の方策について検討を行う予定。

構成メンバー
＜政府＞
内閣官房長官（議長）、 環境大臣（副議長）、総務大臣
（同）、 内閣府特命担当大臣（地方創生）、農林水産
大臣、経済産業大臣、国土交通大臣

＜地方公共団体＞
長野県知事、軽米町長（岩手県）、横浜市長、津南町長（新潟

県）、大野市長（福井県）、壱岐市長（長崎県）

①地域のエネルギーや資源の地産地消 ③まちづくり・地域交通②住まい

⑤生活衛生インフラ（上下水道・ごみ処理など）

⑦働き方、社会参加

⑥農山漁村・里山里海④公共施設をはじめとする建築物・設備

⑧地域の脱炭素を支える各分野共通の基盤・仕組み

地域脱炭素ロードマップの対象となる主要分野
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脱
炭
素
で
、
か
つ
持
続
可
能
で
強
靭
な

活
力
あ
る
地
域
社
会
を
実
現

強化継続

①既存技術でできる重点対策
を全国で実施

A)屋根貸しなど未利用再エネの最大活用

B)住宅・公共施設の省エネ性向上

C)住民・観光客向けの再エネEVカーシェア
・
・
・

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
待
た
ず
既
存
技
術
を
フ
ル
活
用

足
元
か
ら
で
き
る
こ
と
を
直
ち
に
実
行

地
域
に
よ
っ
て
は
、
カ
ー
ボ
ン
マ
イ
ナ
ス
を
目
指
す

ドミノを
津々浦々へ

革新的技術も活用

最初の10年間がカギを握る

②先行モデルケースづくり
≒ドミノスタート）
多様なスケール・テーマがありえる

A) 公共施設の電力を100％再エネに

B) ゼロエミッションの公共交通整備

C) 小規模街区で再省蓄エネ＆IoTで最適管理

組み合わせでエリア全体の脱炭素も可能に・
・
・

全
国
で
で
き
る
だ
け

多
く
の

脱
炭
素
ド
ミ
ノ

2020 2030 2050

5年の集中期間に
政策総動員

地域の主体的な取組を引き出す施策
実効性を確保するための指標や仕組みを盛り込む

地域脱炭素ロードマップのイメージ

１．最近の国内における主な進展



表明市区町村 (3,588万人)

北海道 山形県 群馬県 茨城県 千葉県 富山県 静岡県 奈良県 佐賀県

　札幌市 　山形市 　太田市 　潮来市 　千葉市 　魚津市 　静岡市 　生駒市 　佐賀市

　石狩市 　米沢市 　藤岡市 　守谷市 　成田市 　南砺市 　浜松市 和歌山県 　武雄市

　ニセコ町 　東根市 　神流町 　常陸大宮市 　八千代市 　立山町 　御殿場市 　那智勝浦町 熊本県

　古平町 　朝日町 　みなかみ町 　那珂市 　山武市 石川県 愛知県 鳥取県 　熊本市

岩手県 　高畠町 　大泉町 　筑西市 　野田市 　金沢市 　岡崎市 　北栄町 　菊池市

　久慈市 　庄内町 茨城県 　坂東市 　我孫子市 　加賀市 　半田市 　南部町 　宇土市

　二戸市 福島県 　水戸市 　桜川市 　浦安市 山梨県 　豊田市 島根県 　宇城市

　葛巻町 　郡山市 　土浦市 　つくばみらい市 　四街道市 　南アルプス市 　みよし市 　松江市 　阿蘇市

　普代村 　大熊町 　古河市 　小美玉市 東京都 　甲斐市 三重県 岡山県 　合志市

　軽米町 　浪江町 　結城市 　茨城町 　世田谷区 　笛吹市 　志摩市 　真庭市 　美里町

　野田村 栃木県 　常総市 　城里町 　葛飾区 　上野原市 　南伊勢町 広島県 　玉東町

　九戸村 　大田原市 　高萩市 　東海村 　多摩市 　中央市 滋賀県 　広島市 　大津町

　洋野町 　那須塩原市 　北茨城市 　五霞町 神奈川県 　市川三郷町 　湖南市 　尾道市 　菊陽町

　一戸町 　那須烏山市 　取手市 　境町 　横浜市 　富士川町 京都府 香川県 　高森町

　八幡平市 　那須町 　牛久市 埼玉県 　川崎市 　昭和町 　京都市 　高松市 　西原村

　宮古市 　那珂川町 　鹿嶋市 　さいたま市 　相模原市 長野県 　宮津市 　善通寺市 　南阿蘇村

　秩父市 　鎌倉市 　小諸市 　京丹後市 愛媛県 　御船町

　所沢市 　小田原市 　佐久市 　大山崎町 　松山市 　嘉島町

　三浦市 　軽井沢町 　与謝野町 福岡県 　益城町

　開成町 　池田町 大阪府 　北九州市 　甲佐町

新潟県 　立科町 　大阪市 　福岡市 　山都町

　新潟市 　白馬村 　枚方市 　大木町 宮崎県

　佐渡市 　小谷村 　東大阪市 長崎県 　串間市

　粟島浦村 　南箕輪村 　泉大津市 　平戸市 鹿児島県

　妙高市 兵庫県 　鹿児島市

　十日町市 　神戸市 　知名町

　明石市

2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体

表明都道府県 (7,573万人)

（2020年10月26日時点）

＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体

 東京都・京都市・横浜市を始めとする191自治体（27都道府県、106市、２特別区、46町、10村）が

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明。表明自治体人口約8,913万人※、GDP約406兆円。
※表明自治体人口（各地方公共団体の人口合計）では、都道府県と市区町村の重複を除外して計算しています。 （2020年12月14日時点）
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（自治体数） （万人）

8,913万人

191自治体

1956万人
4自治体

自治体人口・数の推移

直前に計画課に依頼して、最新版に差し替える
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ゼロカーボンシティに向けた環境省の施策概要

 ゼロカーボンシティを目指す地方公共団体が抱える課題に対し情報基盤整備、計画等策定支
援、設備等導入支援の３つの類型の支援を段階的に実施することで、地域における温室効果
ガスの大幅削減と、地域主導の再エネ導入拡大による地域経済循環の拡大やレジリエントな地
域の構築を図る。

計画立案 合意形成
実施・運営体制

支援
設備等導入

課 題

対応策

取 組
フロー

各地域におけるゼロカーボンシティ等の検討 ゼロカーボンシティの実現と地域課題の解決

•現状把握や計画策定に関する
知見・人員の不足

•合意形成プロセスの不在

•環境影響や経済効果等の情報
不足

•合意形成プロセスの不在

•地域に裨益する形での再エネ
事業の推進

•地域主導での再エネ導入拡大

•気象災害に備えたレジリエン
トな地域の構築

•経済社会の変化やニーズを捉
えたモデル地域の創出

•自治体の現状把握（見える
化）ツールの整備【LAPSS・
自治体排出量カルテ】

•ゼロカーボン実現に向けた計
画策定のガイドライン整備

•ポストコロナを見据えたシナ
リオ検討

•合意形成に資する情報基盤の
整備【地域経済循環分析、
EADAS（環境アセスメント
データベース）】

•防災拠点における再エネ設備
等の導入支援

•地域の自立･分散型エネルギー
システム構築等支援

•官民連携で行う地域再エネ
事業の実施・運営体制構築
支援

•地域再エネ事業の持続性向
上のための地域人材育成

•地域の関係主体におけるゾー
ニングを含めた形での合意形
成等の支援

•地域ごとの特徴・課題等を踏
まえた再エネ導入目標（マス
タープラン）の策定支援

ツール提供
知見の集積

地域の再エネ
電源

地域内外の
需要家

電力供給

地域新電力等

料金電源調達

再エネ
開発



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の気候変動対策基盤整備事業

事業イメージ

委託事業

気象災害の激甚化や「新たな日常」への移行等を踏まえ、自治体が活用できる気候変動対策に関する基礎情報・ツールを

整備し、地域における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）を促進する 。

※ゼロカーボンシティ：｢2050年までにCO2排出量実質ゼロ｣を表明した自治体（令和2年8月末現在 152自治体が表明人口規模約7,115万人）

自治体における脱炭素化（ゼロカーボンシティの実現）のための基礎情報を整備・提供します。

【令和３年度要求額８００百万円（新規）】

ゼロカーボンシティ実現や再エネ導入のための情報基盤整備

民間事業者・団体／研究機関

令和３年度～令和7年度

環境省 大臣官房環境計画課 電話：03-5521-8234、大臣官房環境影響評価課 電話：03-5521-8235、
地球局総務課脱炭素化イノベーション研究調査室：03-5521-8247

■委託先

現

状

把

握

計

画

策

定

合

意

形

成

地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム
温室効果ガスインベントリ

自治体の政策立案や再エネ導入の円滑な推進に活用

実行計画ガイドライン

自治体の現状の見える化

地域経済循環分析

EADAS
（環境アセスメントデータベース）

地域への再エネ導入等のための合意形成

①自治体の気候変動対策や温室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）支援

ゼロカーボンシティ実現のため、地方公共団体実行計画策定・実施等支援システム

の整備や地域の温室効果ガスインベントリの提供により、自治体の気候変動対策や温

室効果ガス排出量等の現状把握（見える化）を支援する。併せて環境省としても自治

体の施策の実施状況を把握する。

②ゼロカーボンシティの実現に向けたシナリオ等検討支援

ゼロカーボン実現に向けた長期目標･シナリオ、具体的対策に関する調査検討や、統

合モデル・シミュレーション開発を通じた経済活動回復と脱炭素化を両立するための

転換シナリオ検討等を踏まえつつ、自治体向けの計画策定ガイドライン等として取り

まとめ、自治体等へフィードバックを行う。

③ゼロカーボンシティ実現に向けた地域の合意形成等の支援

ゼロカーボンシティ実現のために必要となる地域における徹底した省エネと再エネ

の最大限の導入を促進するため、地域経済循環分析やEADAS（環境アセスメントデー

タベース）等を地元との合意形成ツールとして整備する。

地域におけるゼロカーボン
に向けた計画策定
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ゼロカーボンシティを支援する都市地域炭素マッピング

 国民のライフスタイル、ワークスタイルに起因するCO2の排出源として大きな割合を占める建築・交
通に係るCO2排出量を面的に見える化をしたもの。

 一定のメッシュ単位での、日単位、時間単位のエネルギー消費量とCO2 排出量の算定が可能。

 国立環境研究所の山形・吉田らが開発。

後ほど、国立環境研究所 山形与志樹先生よりご説明

説明文は山形先生作成中
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ゼロカーボンシティを支援する都市地域炭素マッピング

都市炭素マッピング手法により、街区単位、市町村単位の建物と移動に係るエネ
ルギー使用量とCO２排出量の見える化㋾行う。
例）
• 時間単位、日単位、月単位、年間単位
• 1kmメッシュから，街区単位（約100mメッシュ）まで可能。
• 自治体、企業からのデータ提供があればビル・建物単位の算出も可能
• 移動についても時間単位の交通量，人の移動量から道路単位の算出も可能
• ビックデータ活用により時間別の混雑“率”（一週間で最も混雑する時間との比率）は把握可能
• 来客”数”や実従業者”数”，移動”量”は別途計測データを用いて検証

手法の開発により、様々な活用の可能性へつなげる

例）施策関係：地球温暖化対策計画の実行計画等
まちづくり：都市計画、低炭素まちづくり計画、立地適正化計画、地域公共交通計画等
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