明 日の 社 会 に 環 境 科 学 を 正 し く活 用 しよ う

先週 25日 の河北春秋は水 の世紀に相応 しい随筆 であった。 ところが、当 日夕刊 で
は とんでもない記事を大きく取 り上げてお り、新聞社 として環境科学を正 しく認識 し
て、21世 紀 の社会 の有 り様 を導 こ うとしてい るのか甚 だ疑わ しい。私 が以前か ら、
環境科学 の視点 か らは評価 し得ない屋上緑化、生芥 コンポス ト、既存 の屋根 への太陽
電池パ ヤル設置 な どへ の税金補填な どはまさに合理性 を欠 く税金 の無駄使 い と思 つ
ていたが、夕刊 の 「
緑 のカーテン」普及 の記事 もま さにそれに該当 していた。
屋上緑化 はその維持管理 コス トだけでなく、最上階だけの省エネだけでそれ以下の
階には役 立たぬ上、建築 コス トを上 げるだけで、設計者 には亜熱帯 ・熱帯地方に特有
の多肉植物 を採用 している方 も居 り、どうも多肉直物 の気子Lは昼 間には閉 じてい るこ
とを知 らずに蒸散作用を評価 してい るとしか思えなかつた。小説家 の石原東京都知事
がそれ らの光合成 メカニ ズムが温帯植物 とは異なる ことを知 らずに宣伝す るの は仕
方がない として、著名 な建築家、安藤忠雄 氏までもとなると日本 の環境科学教育の遅
れに出来す るだけに私達にも責任 があ りそ うだ。生芥 コンポス トもまた然 りで、細菌
増殖 の活用だけに冬期 での加温、悪臭発生防除のための酸素供給、得 られた有機肥料
の搬 出システ ムを総合すると全エネル ギー経費 だけで も、コンポス ト購入が資源循環
型社会実現に貢献 してい るとは云えない。
最近流行 の ク リー ンエネル ギー生産のための太陽電池パネル採用者 へ の減税措置
もまた税金 の無駄使 いでお粗末 である。屋根葺 き材 の速 い劣化速度 と太陽電池パネル
の劣化速度 の大きな違 い、異常気象 に対応す る防災措置や、光 ・電力変換効率維持 の
ための清掃費用だけを取 り上げても、責任 ある行政な ら一定の基準を設 けて普及 させ
ぬ限 り、維持管理 コス トだけで消費者へ の詐欺行為 と言 わざるを得ない。 クリー ンエ
ネル ギー生産システ ムの構築は明 日の 日本 の宿題である事は間違 いないだけに、全て
について正 しい理解 と判断の基で計画実施 されねば意味がない。いずれ、各家庭 に太
陽電池パネル を設置 させねばな らぬ時代が確実にや つて来るとすれば、太陽電池パネ
ル 自体を屋根葺 き材 とし、その表面を必要 に応 じて洗浄 で きる屋根構造 の設計を普及
させて こそ、税金補助 の意味がある。街づ くりに して も然 りである。昼間でも光 の射
さぬ ケヤキ並木 が 明 日の仙台市民 のために相応 しいのか市民 自体に判断 させ る市民
教育 こそを、行政に求 めざるを得ない時代 が 目前に迫 つてい るのだ。
ヘ チマ 、ゴーヤ、アサガオで夏涼 しく」が正 しい環境行政 か も同 じ視点で
夕刊 の 「
ヘチマ、
捉 えるな らば、まさに間違 ってい ると云わざるを得ない。戦前ならアサガオ ・
戦時中はカボチ ャが多 くの家庭 で観賞 と、食糧 自給 のために栽培 されたが、それ らは
垣根 ・物置 ・鳥小屋な ど住 まいの風通 しを妨げない場所に限 られていた。戦前 の和風
建築 の廊下 には 日差 しを遮 る簾 が普及 して も、曇天の 日には部屋 に陰鬱な暗さをもた
らす草植物 を活用す るな ど有 り得ない。各職場 で窓を開けて も涼 しい風 が吹き込まず、
曇天 の 白には室内照明を点灯せねばな らぬ経費 ・行為が どれだけ環境問題 の解決 にな
るのか ?日 本 の伝統は簾 と云 う優れた 日除けを産んだが、西洋では 日除けブライ ン ド

を普及 させてい る。つ ま り、西 日に曝 され るとなればブライ ン ドを開いて 日射 しを妨
げなが ら、微風だけは取 り入れ るか、クー ラー稼働率 を減 らし、曇天 ・雨天 の 日や西
日が射 さぬ時間帯には窓上に巻 き上 げて光 と風 を招 きいれ る。もし、学校 を初 め夏季
休暇 。お盆休み のある職 場 で大規模 な緑 のカーテ ンを美観 を保 ちなが ら維持す るとす
れば、施肥は無論、その給水管理 の莫大な コス トをどの様 に推計 しての事 か ?私 は、
今、個人的 に幾つかの企 業 に、巻取 り式 (幕型)太 陽電池パネルの開発 を急がせてい
るが、それ こそ有限のエネルギー資源 へ の依存 を減 らし、一刻 も早 く地球温暖化 の防
止のための 日本 の国際公約 25%温 室化 ガス削減 を実現 させ る道 の一つ と思 うか らで
ある。
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