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エコに関するラジオ番組のパーソナリティーを長年務めたほか、
環境関連のイベントの出演なども多い、ミュージシャンの坂本美雨さん。

エコを一過性のブームにしてしまうのではなく、
さらに一歩踏み出した活動が必要なのでは──
坂本さんは、今、そんな風に考えています。

文／柳澤美帆　写真／tsukao

ecojin interview

エコジン
インタビュー

坂 本 美 雨
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　環境問題に積極的に関わってきた父・坂本
龍一氏の背中を見て育った坂本美雨さん。
「父のおかげで、早くからエコに関する知識
は頭にあったと思います。彼は何かが気にな
ると、一気に調べあげて行動に移す。そのパ
ワーは本当に凄くて尊敬します」
　美雨さん自身は一気呵成に動くのではな
く、問題をじっくり見据えるタイプのよう。
「実は最近考えさせられることがあって。イ
ンターネットに、オスの白熊が仔熊を食べて
いるショッキングな映像が流れたんです。温
暖化の影響で白熊がエサを獲れなくなってき
ていて、それを象徴しているシーンという内
容でした。私も驚いて、自分のブログにリン
クを貼ったんですけれど、後から、オスの白
熊が仔熊を食べるのは、時に習性として見受
けられることで、温暖化との関連性は定かで
はない、という意見を受けました。こんな風
に鵜呑みにしてしまうことの怖さというのを
改めて感じました。情報は色々な方向から考
えて検討するべきだと、改めて思いました」

地
球
は
、
す
ご
く
繊
細
な
バ
ラ
ン
ス
で
成
り
立
っ
て
い
る
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http://ameblo.jp/miu-sakamoto/

オフィシャルサイト

　こちらの質問にも、一旦間を置いて、よく
考えを整理してから答えてくれる姿勢から
も、いつも“考える”クセがついていることが
分かる美雨さん。
「物事をよく考えたり、知りたいと思うとこ
ろは遺伝かもしれませんね（笑）。よく考え
ずに、ブームや勢いに乗ってしまうと、過ぎ
去ってしまうのも早いような気がしません
か。エコについては、特にそれではいけない
と思うんです」
　環境問題に関するスタンスは、長年担当し
ていたラジオ番組から受けた影響も大きいよ
うだ。
「アルピニストの野口健さんや、宇宙飛行士
の毛利衛さん、ナマケモノ倶楽部の辻信一さ
ん……。私がパーソナリティーをしていた、
エコやスローライフをとり上げるラジオ番組
でゲストにお招きして、興味深い話をたくさ
ん伺うことができました。彼らは単に“環境に
良いこと”を追求しているだけじゃないんです
ね。自分が“好きなこと”を通じて環境問題に
入っている。だから息が長い活動ができるん
ですね。その姿がとても素敵だな、と思いま
した」
　“好き”という気持ちや“幸福感”は、エコを
推進する上で、時に大きなモチベーションに
なる。それは幼い頃から多くの時間を過ご
し、現在でもよく行き来しているニューヨー
クで強く感じるそうだ。
「ニューヨークでは、オーガニックフードや
エコバッグは環境問題を考えてというより
は、最初はファッションとして取り入れられ
たと思います。でもそれが定着しました。“格
好いい”っていう入口もアリだと思う。それが
エコへの近道なら、それでいいけれど、あと
はどう進んで行くかですよね」
　エコを単なるブームで終わらせないために
も、“好き”だけにとどまるのではなく、そこか

ら先へと進む意識を持つことが、とても大切
なのだ。
「地球ってすごく繊細なバランスで成り立っ
ているでしょう？　それなのに人間は自分た
ちのエゴを通すことばかり。そろそろ痛いし
っぺ返しが来てもおかしくない。だからこれ
からは、地球のことを考えて、“好き”から始
まったエコから、一歩踏み出した活動をしな
ければいけないと思っています。私も何がで
きるのかまだ模索中ですが、今までよりもう
一歩踏み出さなくちゃという危機感はかなり
強くなってきていますね」

Click!! 

さかもと　みう：5月生まれ。9歳の時、家族でニューヨー
クに移住。97年1月、Ryuichi Sakamoto featuring 
Sister M名義でデビュー。99年、本名で本格的に音楽
活動を開始し、映画『鉄道員』の主題歌、そしてフルアル
バム『DAWN PINK』をリリース。08年11月にはアルバ
ム『Zoy』をリリースし、現在、最新アルバムを制作中。音
楽活動に加え、連載や映画評などの執筆、翻訳、ジュエ
リー・ブランド「aquadrops」のプロデュースなど創作の
幅を拡げている。
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いつの時代も「衣食住」は、暮らしの基本。

でも最近、すぐにモノを使い捨てにしたり、

ついつい買いすぎてしまったりしていませんか？

モノを大切に使い、ごみを出さない 「リデュース」、再使用する 「リユース」、

再生利用 「リサイクル」する暮らしへ。

まずは、衣食住から、3R生活、はじめてみましょう。

写真／石原敦志

廃棄蛍光管の再生ガラスを利用した「e-glass」。日本で初めて、グラスとしてエコマーク商品に認定された。
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棄された蛍光管がどう処分されてい
るか、皆さんはご存知だろうか。蛍
光管は国内で年間約４億本もが廃

棄される。蛍光管には水銀が含まれており、
その回収を行った後で、一部はグラスウール
（断熱材）などに再利用されるが、残りの実
に85％以上が土に埋められている。
　この蛍光管をリサイクルの環に乗せるため

に、手を挙げたのが松徳硝子株式会社だ。東
京・墨田区にある松徳硝子は、大正時代に創
業したガラス製造工場で、現在も職人が手作
業でガラスを吹いている。
　ここに廃棄蛍光管の再生ガラスを導入した
のが、三代目社長の村松邦男氏だ。「ｅ-ｇｌ
ａｓｓ」と命名した製品は、第一回伝統的工
芸品チャレンジ大賞で大賞を受賞。グラスの

ジャンルで日本初となるエコマーク商品に認
定された。
　製造のきっかけとなったのは、石川県にあ
る株式会社サワヤとの出会いだ。サワヤはも
ともと電気工事を請け負う会社だったが、廃
棄される蛍光管に注目。独自に脱水銀処理法
を開発して、水銀フリーの再生ガラスを生み
出すことに成功した。

廃

私たちの普段の生活で、蛍光灯の光は欠かせないもの。
でも、使い終わった蛍光管の行く末は、あまり気にしたことがないのでは？
蛍光管リサイクルのグラス製造に取り組む企業をご紹介します。
写真／石原敦志　文／柳澤美帆

“ 照らす ”ガラスから、“飲む ”グラスへ。
松徳硝子株式会社

手作業で作られる「e-glass」。
松徳硝子では、現代の名工や、東京都伝統工芸士に認められた熟練の職人がグラスを作っている。
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Click!! 

　当初、このガラスの使い道はなかなか見つ
からなったが、偶然、サワヤの硝子工房責任
者と村松社長が知人だったことが縁で、
「e-glass」のチャレンジがスタートした。
「ガラス工場は常に火を燃やしているので、
ＣＯ₂を垂れ流してしまっています。それを全
部回収することはできませんが、少しでも地
球に恩返ししたいという思いで始めました」
　再生ガラスの消費量は年間約５トン。売り
上げではまだ５％ほどだが、リサイクルガラ
ス特有の色や小さな気泡もあえて取り除か
ず、温かみのあるデザインのグラスが好評を
博している。さらに、昨年には松徳硝子のお
家芸である「うすはり」という、超薄製法で
作ったｅ-ｇｌａｓｓが誕生した。「うすは
り」グラスは、大手飲料メーカーがこぞって
ＣＭに使うほどの商品。繊細な口当たりに、
多くのファンがついている。その固定客がｅ-
ｇｌａｓｓに注目し、リサイクルの環が広が
ってくれればと村松社長は期待している。

http://www.stglass.co.jp/
松徳硝子株式会社

箱詰めの作業も、
手作業で丁寧に行われる。

昨年発売された、うすはりの「e-glass」。

水銀無害化処理をした蛍光管のガラス。
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れたり、欠けたりしてしまった器。
その欠片をひとつずつ集めてつな
ぐ、日本古来の修理方法「金継ぎ」

がいま、改めて見直されている。東京で金継
ぎ職人として活動する「金継ぎnico」のnico
さんのもとには、若い人から年配の人まで、
多くの人々が壊れてしまった大切な器を預け
ている。
「20代前半に買った大切な骨董のお皿を、

10年前に割ってしまったことが、この技術を
学ぶきっかけになりました。“何とか直した
い”という思いで、金継ぎ教室に通い始めた
んです」
　しかし、学び始めたものの、違和感があっ
た。伝統的な技法であるはずなのに、使用さ
れていたのはカタカナ名の合成接着剤。なぜ
本物の漆を使用しないのか……。そう考えた
nicoさんは、独学で金継ぎを学び始めた。漆

の扱い方は、漆問屋の講座などで習得した。
「やきもの直しの基本は“漆直し”です。破片
をつなぐ際には、練った小麦粉に生漆を混ぜ
て作った“麦漆”を接着剤として使います。仕
上げに金粉を蒔き、装飾したものが“金継
ぎ”。漆がやきものの接着剤になるということ
が面白くて、この仕事を続けています」
　材料は岩手県浄法寺で真夏に採取された
漆と、同じく岩手県産の小麦粉。天気や湿度
も影響する繊細な手仕事だ。そもそも金継ぎ
という技法の発祥は、茶の湯が盛んになった
室町時代までさかのぼるといわれる。
「つまり、昔は特別な器を繕うための技術だ
ったんです。でも、いまはコーヒーカップな
どふだん使いの器を直す人が多いですね。子
どもが作ったやきものなど思い出のある器の
直しをお願いされることもあります」
　器を大切に扱い、再生させ、繕われたライ
ンの美しさも愛する。そんな、日本古来の文
化がこれからはもっと、身近になるかもしれ
ない。

割

漆という自然の力を使って、器を再生させる「金継ぎ」の技術。
そこには、モノと長く付き合っていくための、
日本古来の知恵が息づいています。
文／本吉恭子　写真／キッチンミノル

器を、長く大切に、つなぐ。
金継ぎnico

さまざまな大きさのヘラを
駆使して、漆を断面に塗
り、器を直していく。
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Click!! 

http://royu.net/nico/

修復した場所に金粉を蒔き、装飾することも。

再生 停止

【連絡先】 金継ぎnico　TEL 090-6176-6384

金継ぎの跡は、意図しない新たな美しさを器に与え
る。あえてモダンな別の器の陶片を継ぐこともある。

自宅で漆直しができるセットも通信販売中。生漆、ヘ
ラ、下地粉などが揃い、本格的に挑戦できる「クロコ」
（左）と、より手軽なセット「チビクロ」も（右）。
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デュース・リユース・リサイクルの
３Ｒをさらに発展させ、「Re-arise
（リアライズ）」という新しい概念

を打ち出し、３Ｒならぬ４Ｒの活動を推進し
ているのが、不用品回収・買取の「エコラン
ド」を運営する株式会社ウインローダーだ。
　「Re-arise」は、回収物のごみゼロ化を目
指し、不用品にデザイン性をプラスして新し
い商品として甦らせるプロジェクトとしてス
タートした。プロジェクトの名前には、英語

の「リアライズ（Realize：気付く）」という
意味も含まれている。物をすぐごみにせず、
再利用することによって新たな価値が生まれ
ることに気付いてほしいからだ。
　エコランドが生んだ「エコ回収」の流れ
は、引っ越しなどで不用品が出る家庭などに
出向くことから始まる。有料で回収した物は
その場で写真に撮り、すぐにエコランド独自
の「エコオク」サイトでネットオークション
にかける。エコランドが直接買い取りをした

物は、自社で経営するリサイクルショップに
回し、落札やリユースができなかった物を解
体・加工して再資源化。さらに、デザイナー
の手でリメイクされたものをRe-arise商品と
して復活させている。このエコ回収システム
が高く評価され、09年度にはグッドデザイン
賞を受賞した。
「エコランドの事業はまだまだ発展段階。
Re-arise商品に関しては、現在家具は1点物
のためリースを行っていますが、1月からリサ

イクルショップの店頭で小物の販売も始まり
ました。今後は、インテリアだけでなく、服
をリメイクした帽子など、ファッション系の
商品も増やしていきたいと考えています」と
マーケティングコミュニケーション室の阿賀
清恵さんは話す。
「消費社会なので、不用品が出るのはある程
度仕方のないことだと思います。でも、それ
をいかに循環させるかが、当社の使命だと考
えています」

リ

リユース・リサイクルができなかった物に、デザインをプラスして
新しい物を作り出す。 物の新しい価値に「気づかせて」くれる、
「Re-arise」プロジェクトが今注目を集めています。
写真／tsukao  文／柳澤美帆

デザインが生み出す、4つ目の“R”。
株式会社ウインローダー
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して復活させている。このエコ回収システム
が高く評価され、09年度にはグッドデザイン
賞を受賞した。
「エコランドの事業はまだまだ発展段階。
Re-arise商品に関しては、現在家具は1点物
のためリースを行っていますが、1月からリサ

イクルショップの店頭で小物の販売も始まり
ました。今後は、インテリアだけでなく、服
をリメイクした帽子など、ファッション系の
商品も増やしていきたいと考えています」と
マーケティングコミュニケーション室の阿賀
清恵さんは話す。
「消費社会なので、不用品が出るのはある程
度仕方のないことだと思います。でも、それ
をいかに循環させるかが、当社の使命だと考
えています」

Click!! http://www.re-arise.net/aboutus/index.html
Re-arise

http://www.eco-land.jp/
エコランド

木材を破砕・圧縮して、加工したチェア。

車のタイヤと、シートベルトを組み合
わせて作られた椅子。

家具から取った素材を貼り合わせ
て作った椅子とオットマン。

エコ回収では、専用ト
ラックで不用品の回
収を行う。

梱包材に使われる発
砲スチロールなどを圧
縮し、再資源化する。
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活用品の中で最もリサイクルが遅
れている繊維製品。独立行政法人
中小企業基盤整備機構のデータに

よれば、アルミ缶のリサイクル率87%（平
成20年）に対して繊維製品は14%（平成16
年）とかなり低く、年間210万トンもの繊維
製品が焼却、埋め立て処理されているのが
現状だという。
　大手アパレルメーカーの株式会社オンワ
ード樫山では、「自社製品の循環に責任を
持つべき」との考えから、過去に販売した

衣料を引き取り、リサイクル製品をつくる
という、業界初の衣料循環システムの構築
に着手し始めた。
「オンワード・グリーン・キャンペーン」と
銘打ち、昨年5月からスタートしたこの活動
は、百貨店に設置された専用カウンターで
不用な衣料を回収。その一部は東南アジア
を中心に再利用にまわし、大半は布をほぐ
して再度糸にしてから毛布や軍手などをつ
くるというものだ。軍手は国内の森林保全
活動を行う団体などに寄付し、毛布は国連

難民高等弁務官事務所を通じて難民支援に
活用。今春、3,000枚のリサイクル毛布が
バングラデシュの難民キャンプなどに贈ら
れる予定だ。
　顧客は衣料を持ち込むと1点につき1050
円のクーポン券がもらえるというメリットも
あるが、「クーポン券云々より、思い出があ
って捨てられなかった服で社会貢献ができ
てうれしいとおっしゃるお客さまが多いで
すね」と、広報・環境部環境課では話す。
　愛着のある服を長年大切にし、最終的に

生

ともすれば “タンスの肥やし”となりがちな、着なくなってしまった洋服。
いま、アパレルメーカーでは新たな循環の仕組みをスタートさせています。
文／さくらい伸

洋服は、グリーンに循環する。
株式会社オンワード樫山

百貨店で引き取り リユース

東南アジア等で再利用

廃棄

ボタン等のパーツ他、
リユース・リサイクル
不可能なもの

不用な衣料品
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活用品の中で最もリサイクルが遅
れている繊維製品。独立行政法人
中小企業基盤整備機構のデータに

よれば、アルミ缶のリサイクル率87%（平
成20年）に対して繊維製品は14%（平成16
年）とかなり低く、年間210万トンもの繊維
製品が焼却、埋め立て処理されているのが
現状だという。
　大手アパレルメーカーの株式会社オンワ
ード樫山では、「自社製品の循環に責任を
持つべき」との考えから、過去に販売した

衣料を引き取り、リサイクル製品をつくる
という、業界初の衣料循環システムの構築
に着手し始めた。
「オンワード・グリーン・キャンペーン」と
銘打ち、昨年5月からスタートしたこの活動
は、百貨店に設置された専用カウンターで
不用な衣料を回収。その一部は東南アジア
を中心に再利用にまわし、大半は布をほぐ
して再度糸にしてから毛布や軍手などをつ
くるというものだ。軍手は国内の森林保全
活動を行う団体などに寄付し、毛布は国連

難民高等弁務官事務所を通じて難民支援に
活用。今春、3,000枚のリサイクル毛布が
バングラデシュの難民キャンプなどに贈ら
れる予定だ。
　顧客は衣料を持ち込むと1点につき1050
円のクーポン券がもらえるというメリットも
あるが、「クーポン券云々より、思い出があ
って捨てられなかった服で社会貢献ができ
てうれしいとおっしゃるお客さまが多いで
すね」と、広報・環境部環境課では話す。
　愛着のある服を長年大切にし、最終的に

Click!! 

リユースやリサイクルに活用することで必要
な人たちの手に届く。ともすれば使い捨てに
なりがちなファストファッションが台頭する
今、メーカーのみならずユーザーの責任も大
きく問われそうだ。

http://www.onward.co.jp/green_campaign/
オンワード・グリーン・キャンペーン

裁断

カット原料

軍手の完成。

織りを崩し、
「反毛」という繊維原料に

リサイクル糸を編機で編んで…

リサイクル

繊維製品の原料化

再生製品を
環境団体や

難民キャンプへ寄贈

軍手

毛布

その他雑貨

社会貢献活動
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ルチシートとは、保温や雑草防止
などを目的に畑の畝などを覆う農
業資材のこと。従来のビニールシ

ートの場合、苗を植えて3～4か月後に撤去
しなければならなかったが、「イモ太郎」
は、畑で微生物によって水と二酸化炭素に
分解されるため、撤去の必要がない。
　開発したのは東京のベンチャー企業、株
式会社ピースウェイブ。同社の加藤憲一社
長は、「芋焼酎の製造過程で出たかすを乾
燥させて粉末にし、特殊な樹脂を混ぜて作
ります。でも商品化にこぎ着けるまでには、
たいへん苦労しました」と語る。
　芋焼酎の本場・鹿児島県では、年間約50
万トンの焼酎かすが出る。これまで、その
多くは海に捨てられていた。しかし、廃棄
物の海洋投棄を規制する「ロンドン条約」
の規制強化に伴い、07年4月から投棄禁止

となってしまった。
「あるとき新聞記事で、日本のメーカーが
イモからプラスチックを量産する計画を進
めていることを知りました。故郷の鹿児島
で焼酎業者が困っている、という話は以前
から聞いていましたから、この技術をなん
とか焼酎かすのリサイクルに利用できない
かと、独自に調査・研究を始めたんです」
　08年春に「イモ太郎」の商品名で発売さ
れると、価格は従来のポリフィルムの約３
倍にもかかわらず、08年度は25トンを売り
上げた。加藤氏は、「サトウキビやリンゴな
どの絞りかすを原料にする研究を進めてい
ます。日本各地で、地域資源循環のお手伝
いをしたい」と自信をにじませた。

マ

焼酎かすから作った農業用シートが、
焼酎の原料であるサツマイモの栽培に活躍する……
そんな資源循環型農業の可能性を拓いたのが、生分解性マルチシート「イモ太郎」です。
文／梅澤聡

焼酎かすから、イモ太郎。
株式会社ピースウェイブ

畑を覆う「イモ太郎」と、加藤社長。 「イモ太郎」は生分解性のため、
撤去の必要がない。

焼酎の原料となるイモ。

Click!! 

http://www.peacewave.info
株式会社ピースウェイブ



17

3Rの取り組みは、日本全国に広がっています。
ここでは、地方ならではの個性ある取り組みをご紹介します。

R び ん は め ぐる 。

こで ん プ ロ ジェクト

焼酎を入れる900mlの5合びんに刻まれた「R」の文
字……これは「再利用（Reuse）」「再使用可
（Returnable）」の頭文字だ。約5年前から、熊本、
鹿児島、宮崎といった南九州では、この「Rびん」の
普及に取り組んでいる。
　Rびんは、繰り返し使うことで環境への影響をと
ても低くすることができる容器。消費者が酒屋など
に持って行くと、1本5円で買い上げてくれる。回収
されたびんは、洗びん業者や焼酎メーカーで洗浄さ
れ、何度もリユースされる。先鞭をつけたのは水俣
市の洗びん業者、田中商店と伊佐市の焼酎メー
カー、大口酒造協業組合。両者が協力して導入を推
進していった。エコボトルを略して「エコボ水俣」
という広報活動も展開したため、消費者の理解も進
み、当初1割程度だった回収率も約3割にまで上がっ
ている。現在、さらに広く酒造組合や卸・小売、び
ん商、飲食事業者などにも呼びかけ、Rびんの普及
に努めている。

携帯電話やデジタルカメラ、音楽プレーヤー、ハー
ドディスクレコーダーといった小型家電は、いまや
私たちの生活に欠かせない存在だ。実はこうしたハ
イテク機器には、レアメタル（希少な金属）が多く
含まれている。しかし、使用済み小型家電のほとん
どは、各家庭でためこまれてしまったり、自治体で
ごみとして廃棄されたりしているのが現状。そこで
秋田県では、平成18年度から全国に先駆けて「こで
んプロジェクト」として、これらの家電を回収し、
レアメタル・リサイクルを推進するため、回収試験
をスタートした。平成20年には国のモデル事業にも
指定されている。現在、県庁や市役所、郵便局、公
民館、スーパー、学校など、県内148カ所に回収
ボックスが設置され、昨年度は33,533個の家電を
回収した。あなたの家庭に眠っている家電も、実は
貴重な「お宝」の山かも……。

Rびんの洗浄課程（田中商店）。

五合びんの「Rびん」。

キャラクターの「こでんちゃん」。

小型家電回収ボックス

Click!! 

http://www.coden.jp
こでんプロジェクト



オフセット・クレジット（J-VER）制度知っているようで知らない、環境に関するキーワード。
ここでは、分かりやすくそのポイントを解説します。
文／本吉恭子

今回のテーマは

オフセット・クレジット（J-VER）制度の流れ

プロジェクト実施事業者（以下事業者）

森林バイオマス活用 森林管理
太陽光発電など

再生可能エネルギー活用

申請書を作成、申請

資金
持続的な

プロジェクトの
運営が可能に

温室効果ガス排出企業等 クレジットを購入し、オフセットを実行

郵便事業株式会社
「カーボンオフセットはがき」の購入により、購入
者の日常生活から排出されるCO₂をオフセット

全日本空輸株式会社
フライトで排出されたCO₂を

オフセット

株式会社ルミネ
社員の通勤にかかるCO₂を

オフセット

事業者 プロジェクトのモニタリングを実施／検証機関にモニタリング報告書を提出

委員会 申請書の受理・審査・プロジェクトの登録

検証機関 検証を実施し、検証報告書を委員会に提出

委員会 検証報告書に基づいてプロジェクトを認証し、クレジットを発行

オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会（以下委員会） ポジティブリスト＊を公表
（＊P21のKey word 解説参照）
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地球環境に深刻な問題をもたらしている温
室効果ガス。これを減らすためには、まず

化石燃料に頼る生活を見直し、削減努力を行うこ
とが一番大切です。しかし、私たちの暮らしのなか
で、その排出量をゼロにすることは不可能。そこ
で、CO₂を吸収してくれる森林管理などの事業に
お金を払い、出してしまったCO₂（カーボン）の埋
め合わせ（オフセット）をし、地球温暖化に歯止め
をかける仕組みが「カーボン・オフセット」です。

カーボン・オフセットって何ですか？Q

A 見えない温室効果ガスの排出削減・吸収量
を表す「クレジット」。平成20年11月にス

タートしたオフセット・クレジット(J-VER)制度と
は、国内で実施されたプロジェクトによる温室効
果ガス削減・吸収量を、信頼性の高いクレジット
として環境省が認証するものです。認証を受ける
ためには、事業者が申請書を作成して申請し、委
員会による審査の上、プロジェクト登録を受けま
す。また、第三者検証機関による検証も必要とな
ります。

オフセット・クレジット
（J-VER）制度ってどんなもの？Q

A これまで国内で使用されてきたクレジット
の多くは「CER」といい、京都議定書に盛

り込まれた「京都メカニズム」という制度に基づ
く、国連認証のクレジットの一種。これは発展途
上国と協力してプロジェクトを行い、その結果とし
て生じた排出削減量、または吸収増大量が認証さ
れるものです。一方、環境省によるオフセット・ク
レジット(J-VER)制度の対象は、日本国内のプロ
ジェクトのみ。地方の森林整備事業などにクレ
ジット購入費が活用されます。

これまでカーボン・オフセットに使われて
いたクレジットと、オフセット・クレジット
（J-VER）制度ってどう違うの？Q

A J-VER制度の対象となっているプロジェク
トは、大きく分けて2種類。ひとつは「排出

削減系」で、化石燃料から木質バイオマスへの燃
料代替、ペレットストーブの活用、廃食用油を原
料としたバイオディーゼル燃料の利用などです。
もうひとつは「森林吸収系」で、こちらは森林を持
続的に守り、育てるプロジェクト。そのほか、小水
力発電の活用なども検討されています。平成21年
11月までに、全国22件の申請書作成支援を行いま
した。

J-VER制度の対象となる
プロジェクトにはどんな種類があるの？Q

A 認証第1号プロジェクトは、高知県木質資
源エネルギー活用事業。たとえば株式会社

ルミネでは、J-VERを購入して社員の通勤に伴い
排出されるCO₂をオフセットしています。また、全
日本空輸株式会社も航空機の利用者向けにJ-VER
を導入。郵便事業株式会社からは、平成22年度
カーボン・オフセット年賀はがきが発売されまし
た。企業や個人がクレジットにお金を払うことで、
日本の森林が保全され、CO₂削減につながってい
るのです。

認められたオフセット・クレジット
(J-VER)は、どんなことに活用されるの？Q

A カーボン・オフセットを広く活用してもらう
ため、情報提供や相談支援サービスを行う

カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)を設置。
J-VER制度を活用しようとする事業者に対しては、
申請書作成や検証試験などの支援を行っていま
す。また、カーボン・オフセットに取り組む事業者
によるネットワーク(CO-Net)と連携し、オフセット
の促進を支援。今後、対象プロジェクトをより拡
大し、さまざまなサービスや商品が流通するよう、
取り組んでいます。

環境省はどんな
サポートをしているの？Q

A
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　国内のプロジェクトにより実現された温室
効果ガス排出削減・吸収量を、クレジットと
して認証しているのが日本独自のオフセッ
ト・クレジット(J-VER)制度です。
　その対象となっているプロジェクトの種類
は、たとえば未利用の木質バイオマスで化石
燃料を代替したり、CO₂を吸収してくれる森
林の管理、間伐などの手入れを行い、長期的
に森林の健康状態を守るものなどで、これら
は国全体の温室効果ガス削減につながりま
す。しかし、現場でせっかく努力しても、ど
れだけ削減できたか見えず、誰からも認めら
れなければ、事業に携わっている人々は元気
をなくしてしまいます。そこで有効なのが、
それぞれの削減・吸収量を認めたクレジット

を発行し、はっきり見えるようにすること。
「この事業により、これだけの温室効果ガス
削減につながっています」と国が評価し、確
認のラベルを与えることで、「その努力に対
してお金を払いましょう」という企業や個人
が現れて、クレジットを購入する……という
マーケットを促進できます。この仕組みを推
進しているのが、J-VER制度なのです。
　京都議定書に基づくクリーン開発メカニズ
ム(CDM)と、J-VER制度の考え方はよく似て
います。しかし、先進国と開発途上国が共同
でCO₂削減を行うCDMに対して、J-VER制度
が対象としているのは国内プロジェクト。さ
らに言えば、比較的小さな規模であり、かつ
京都議定書で定められた国の温室効果ガス削

オフセット・クレジット（J-VER）制度　認証第1号プロジェクト

間伐等 トラックによる搬出 破砕処理 ボイラーでの利用

「高知県木質資源エネルギー活用プロジェクト」

伐採されたまま森林に放置された木（未利用林地残材）を、森林組合のトラックによって搬出し、木質チップに加工。
申請者の高知県が住友大阪セメント株式会社に委託し、セメント工場のボイラー燃料の一部を化石燃料から木質バ
イオマスに燃料を代替することで実現した、温室効果ガスの排出削減量がクレジットとして認証された。

もっと詳しく、教えてください

（財）地球環境戦略研究機関（IGES）理事・上級コンサルタント

平石尹彦氏インタビュー
オフセット・クレジット（J-VER）制度について、さらに深く、詳しい先生に聞いてみました。
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減目標への影響が簡単には見えづらいプロジ
ェクトも対象としています。
　J-VER制度にはいろいろな厳しい基準があ
り、これらをクリアしなければクレジットを
発行することはできません。その対象となる
プロジェクトの種類を特定したものが、ポジ
ティブリストです。これまでのところ地方自
治体や森林組合などの、比較的小規模な事業
を対象としているため、数字だけを見ると
「小さい事業だから効果は少ない」といった
極めて機械的な議論もあるかもしれません。
しかし、こうした事業を評価し、信頼性の高
いクレジットとして流通させることにより、
多くの国民が温暖化防止対策に参加しやすく
することが重要なのです。また、J-VER制度
は国際的なクレジットであるCERに比べて、
企業や団体などが導入しやすいのもよい点で
す。というのも、CERのオーダーは最小でも
炭酸ガス換算で何千トンという巨大な規模。
それに比べ、身近なプロジェクトから小口で
購入できるJ-VERは導入しやすく、個人でも
温暖化対策に取り組みやすくなっています。
　ところで日本のJ-VERは決して珍しい制度
ではなく、海外でもオフセット・クレジット
であるVERは多く流通しています。海外の
VERは、クレジットが自国の削減目標にカウ
ントされることが条件ではなく、認証方法も
条約の規定に基づくCDMほどには厳格では
ないのですが、J-VERは京都議定書に基づく
CDMと同じ厳しい基準によって認証してお
り、かつ、国の温室効果ガス削減目標に直結
するプロジェクトのみを認証しています。現

在のポジティブリストは、木質バイオマス燃
料の活用や森林管理などが中心となっていま
すが、今後の課題はその範囲を広げていくこ
と。たとえば小規模水力発電や、太陽電池の
活用などです。
　ちなみに平成21年12月には、J-VER制度
に整合している都道府県の制度を認証する、
都道府県J-VERプログラム認証もスタートし
ました。これにより、J-VERが身近なものと
して浸透する可能性があります。あらゆる国
民の参加により、地球温暖化の防止につなげ
ることがJ-VER制度の主眼とするところ。た
とえ小規模のカーボン・オフセットでも、そ
の積み重ねが温室効果ガス削減目標につな
がるのです。

平石尹彦（ひらいし　たかひこ）
東京大学工学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。
旧・環境庁にて有害化学物質、水質汚濁等、様々な分野
の公害対策に従事。ケニア大使館、経済協力開発機構
（OECD）を経て、国連環境計画（UNEP）事務局にて環
境アセスメント・情報局長等を歴任。1999年より気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）に参画。現在はIPCC
国別温室効果ガスインベントリータスクフォース共同議長
を務め、日本人で唯一のビューロー委員として活躍してい
る。(財)地球環境戦略研究機関(IGES)理事・上級コンサ
ルタント(非常勤）

教えてくれた人

Key word解説

【ポジティブリスト】
環境省が設置するJ-VER認証運営委員会により、
積極的に支援すべき取り組みとして特定された、プ
ロジェクトの適格性基準を示すリスト。化石燃料か
ら木質バイオマスへの燃料代替、森林管理などが対
象となっています。

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html環境省

Click!! 
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環境と経済のグッドバランスを目指す、エコ企業を訪ねて

写真／kuma　文／梅澤聡　

（左上から時計回りに）チャージ中
のエネループ／エネループランプ。イ
ンテリア照明としての機能と、懐中
電灯の機能を兼ね備えたランプ／エ
ネループカイロ。USB充電もできる
ので、オフィスのパソコンで充電可
能／マスコットキャラクター「エネル
ーピー」をかたどった、バッテリーチ
ェッカー。胸のボタンを押すと、エネ
ループの残量を鼻のLEDの色で教え
てくれる。

電
池
を
使
い

切
る生
活か
ら、くり返し使う生活へ

　三洋電機の充電池「eneloop（エネルー
プ）」をご存じの方は多いだろう。「電池を
くり返し使う生活」を提案したエネループは
多くのユーザーの支持を集め、2005年11月
の発売以来4年間で、世界中で累計出荷1億
個を達成した。

とりわけエネループという商品の存在を際だ
たせているのは、太陽光を利用して充電する
ソーラーチャージャー、充電式の携帯カイ
ロ、充電池を用いた電気あんかなど、高いデ
ザインクオリティを持った豊富な関連商品群
だ。こうした商品展開について、三洋電機マ
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三 洋 電 機 株 式 会 社

File No.03



充電式ひざ掛け「エネループソフ
トウォーマー」（左）。コードレス
なのでリビング、オフィス、屋外
など、場所を選ばず使用可能。
充電式ネックウォーマー（右）。
首周りを温熱効果でソフトに温
めてくれる。

ーケティング本部・アドバンストデザインセ
ンター所長の清水正人氏はこう語る。
「エネループを核として、“電池を使い切る生
活から、くり返し使う生活へ”というコンセプ
トを実感できるプロダクツ……私たちはそれ
を“エネループユニバース”と名付けました。
充電してくり返し使える電池はたしかに環境
に優しい。しかし一方で“充電のための電気
は化石燃料によってつくられている”という、
ある種の矛盾も抱えています。そこで私たち
は、もう一歩踏み出して、太陽の恵みからつ
くったエネルギーを電池に蓄え、さまざまな
場面で活かすという暮らしを提案したかっ
た。エネループは単に環境コンシャスという

だけでなく、地球とエネルギーについて考え
る“気づきのための道具”でもあるのです」
エネループユニバースの今後について聞く
と、清水氏は、現在展開中のプロジェクトに
ついて語ってくれた。
「『世界の無電化地域に“あかり”を贈る。』
というプロジェクト（コラム参照）です。地
球と命のために、そして子どもたちに今の美
しい地球を残すために、エネループユニバー
スをさらに広げていきたいですね」

設立年：1947年
本社：大阪府守口市
事業内容：電機メーカー

わが社のエコアイデア

「世界の無電化地域に
  “あかり”を贈る。」プロジェクト
地球上には、電気のない暮らしを送っている人々が
約16億人、アフリカには約5.5億人いる。こうした無
電化地域に、ソーラーチャージャーを利用した充電
式のエネループランタンを寄贈しようというプロジェクト。2009年6月30
日～2010年3月31日までの期間中、エネループのコミュニティサイト
「さぁ、エネループの輪に入ろう。」（http://eneloop-circle.com）への参
加によって貯まったポイント10万ポイントごとに、エネループランタン
250台が無電化地域に寄付される。

Click!! 

http://eneloop-circle.com/
jp/project/

三洋電機株式会社
アドバンスト

デザインセンターの
清水所長
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「世界の無電化地域に
  “あかり”を贈る。」プロジェクト

http://jp.sanyo.com/eneloop/

エネループ



東京の中心部、銀座のビルの屋上で、ミツバチが飼われていることを知っていますか？
都市の生態系を感じ、自然と共生するための「銀座ミツバチプロジェクト」の活動をご紹介します。
文／永井紗耶子

銀座ミツバチプロジェクト

　高級ブランド店をはじめ、ハイセンスな
店が軒を連ねる大人の街、銀座。この銀座
が今、「自然環境と共生する都市」とし
て、進化しつつある。そのきっかけとなっ
たのは、小さなミツバチの存在だ。
　NPO法人「銀座ミツバチプロジェクト」
は、今から４年前、銀座の食や文化を考え
る市民の有志たちが集まり、銀座にあるビ
ル「紙パルプ会館」のわずか８畳ほどの広
さの屋上にミツバチの巣箱を置くことから
始まった。「活動を始める前には、数多く
の人が行き交う銀座に、針のある昆虫を大

量に放って大丈夫なのかと心配する声も多
くありました」と、話すのは、「銀座ミツ
バチプロジェクト」の副理事長、田中淳夫
氏。メンバーは銀座の商店や企業にミツバ
チの生態を理解してもらうよう説得を行
い、実現へとこぎつけた初年度には、何と
150kgものハチミツがとれた。最初は春限
定で巣箱を置いていたが、現在では周囲の
理解も深まり、西洋ミツバチの巣箱が５
箱、日本ミツバチの巣箱が４箱置かれ、一
年中ミツバチたちが舞っている。
「東京には自然がないと思われがちです

24
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養蜂の様子。子どもたちが見学できるイベントも開催。



が、このビルから４キロ四方には、浜離宮
や皇居、日比谷公園などのほか、街路樹も
多く、ミツバチにとっては豊富なエサ場な
のです」と、田中さん。事実、この活動を
始めた結果、浜離宮の桜の木にサクランボ
が、霞が関の栃の木に実がなった。さら
に、それを求めて野鳥たちが訪れるように
なるなど、ミツバチが舞うことで、都市の
自然がよみがえり始めたのだ。
　こうした活動に共感した企業や商店は、
プロジェクトの呼びかけに応じて、ミツバ
チたちが蜜をとることができるように、ビ
ルの屋上に花の咲くハーブや野菜などを植
えて「ビーガーデン」を作り始めた。その
広さは、現在、何と、1,000㎡にまで広が
っている。「ミツバチの視点から銀座を見
下ろすと、屋上の緑が、まるで里山や、棚
田のように見えるはずです」と、理事長の
高安和夫氏。
　とれたハチミツは、銀座の老舗、「銀座
文明堂」や「松屋デパート」などの協力
で、銀座限定スイーツとして販売されてい

る。また、ビーガーデンでとれた野菜も、
レストランで料理され、東京の中心部で
「地産地消」が実現されている。
「これまで都市は、自然を排除することで
発展してきました。しかしこれからは、自
然と共存し、街の中にも多様な生き物が暮
らせるような街づくりができるはず。それ
を、小さなミツバチが教えてくれたので
す」と、田中さんは語る。

銀座ミツバチプロジェクト
設立年　2007年
スタッフ数　28名　
連絡先
〒104-0061　東京都中央区銀座1-20-15
アグリクリエイト内「銀座ミツバチプロジェクト事務局」
FAX：03-6277-8888
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Event

ファームエイド

Data

http://gin-pachi.jp/
Click!! 

ミツバチ見学会のほか、食の安全などをテーマにしたフ
ォーラムなどを開催するイベント。５月、７月、９月、11月
の4回を予定。詳しくはホームページで。

菜の花の蜜を集める
ミツバチ。

プロジェクトでは、都内のさまざまなビルの屋上で緑化を行っている。

採蜜の時期を迎えたハチの巣箱。

銀座はちみつを
使用したお菓子。



26

ま、「あかり」から地球温暖化
防止を進める動きが、始まって
います。
　商業施設やオフィスなどの業

務部門では、CO2排出量が、1990年比で
約4割増加しています。その約2割は照明に
よるもの。業務部門における40W以上の蛍
光灯器具出荷量は約1億8千台あり、これら
すべてを省エネ型の照明に入れ替えると、
全体で約1,000万トンのCO2排出量を削減
できると試算されます。
　そこで環境省では、照明の省エネ化を進
めるため、2008年から「省エネ照明デザ
インモデル事業」を実施しています。省エ
ネ照明を率先して導入しようとする商業施
設や店舗などの事業者を公募し、現在トー
タルで22社を採択。選ばれた事業者は、照
明デザイナーとともに、照明器具や光源の
選び方を見直すことで、優れた省エネ効果
を達成しつつ、魅力的な空間を作り出す、
新たな照明デザインを設計しています。
　たとえば、マクドナルド港北ニュータウ
ン中川店では、客席照明をすべてLED照明
にして省エネを図りつつ、色味を補うた
め、家具や壁のイメージを一新しました。

また、プロント品川店では、昼のカフェ、
夜のバーという2つの業態を持つ店舗に、
調光照明や点灯制御を活用し、時間帯によ
る明るさの変化に対応した照明デザインを
施しました。
　さらに環境省では、昨年12月から今年2
月にかけて、全国9カ所で「省エネ照明シ
ンポジウム」を実施。省エネ照明の導入効
果や最新機器の情報などの提供にも努めて
います。

い

http:/ /shoene-shomei. jp

Click!! 

 2010 March

あかりから始める温暖化防止

イラスト／木下綾乃

環境に関する最新ニュースをお届けします。

省エネ照明デザインモデル事業
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うしばらくすると、心躍る季
節、春の到来。でも、花粉症の
人にとっては、悩ましい季節で
もあります。環境省が調査研究

の一環として毎年実施している花粉飛散予
測の速報によれば、今春のスギ・ヒノキ科
花粉の総飛散量は、昨シーズンと比較し
て、ほとんどの地域で少なくなると予測さ
れます。また、例年との比較では、全国的
に例年並みか例年よりも少なくなると予測
されます。スギ花粉の飛散開始時期は、昨
シーズンとほぼ同様で、例年よりも1週間
程度早くなると予測されます。
　春に飛散するスギやヒノキ科の花粉量
は、前年夏の気象条件に大きな影響を受け
ます。6～8月、特に7月上旬から8月中旬
にかけての日照時間や気温、降水量などが
大きく影響します。昨年の7・8月は、とも

に日照時間が短く、低温だったため、この
ような予測となりました。
　もちろん、油断は禁物。昨シーズンより
も少なくなるとはいえ、一部地域を除い
て、全国的に花粉症を発症しうるレベルで
あると考えられるので、予報に基づいた早
めの花粉症予防対策が必要です。環境省で
は、今春も「スギ花粉飛散開始マップ」に
より、都府県毎の飛散開始日情報を順次提
供。また、リアルタイムの飛散状況につい
ては、「花粉観測システム（はなこさ
ん）」により、2月上旬から情報提供を開
始します。是非、予防の参考に。

も

http:/ /www.env.go.jp/
chemi/anzen/kafun/

Click!! 

春の花粉速報

環境省花粉情報サイト

http:/ /kafun.taiki .go.jp

Click!! 花粉観測システム（はなこさん）
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省

http:/ /eco-points. jp

Click!! 

エコポイント制度が 延長されます

エコポイント

エネ性能が高い地デジ対応テ
レビ、エアコン、冷蔵庫の購
入を対象とした「エコポイント
制度」。すっかり定着したこの

制度ですが、平成21年度第二次補正予算
案が国会で了承されることを前提として、
さまざまな点で改善されることになりまし
た。これまで、対象となる家電購入の期
間は平成22年3月31日まででしたが、12
月31日まで延長されます。さらに、より簡
単に手続きができるよう、申請手続きの
改善が検討されています。また、エコポイ
ントの対象となるテレビについては、4月
から対象となる製品が
より省エネ性能の高い
ものに限定される予定
です。
　現在、白熱電球と比
べて大幅に省エネが可
能なLED電球や電球型
蛍光灯、充電池につい
ては、家電販売店で、
エコポイント対象商品
を買ったその場でポイ
ントと交換できる制度
（即時交換）が設けら
れています。今回の改
善ではさらに、LED電

球等を店頭で即時交換する際、現在の倍
の1ポイントを2円に換算する優遇措置が
導入されることになりました。つまり、
4,000円のLED電球を、その半分の2,000
ポイントで交換することができるようにな
ったのです。ますます便利に、おトクにな
ったエコポイント制度、この機会にぜひ
活用してみてはいかがでしょうか。
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今

http:/ /www.ecoclub.go.jp

Click!! 

こどもエコクラブ全国フェスティバル 2 0 1 0

こどもエコクラブ

http:/ /www.miraikan.jst.go.jp

Click!! 日本科学未来館

年3月27日（土）、東京の日本
科学未来館で、「こどもエコク
ラブ全国フェスティバル
2010」が開かれます。

「こどもエコクラブ」とは、環境省が平成
7年度から実施している、子どもたちの地
域における自主的な環境活動を支援する
ための事業。地方公共団体と連携し、子
ども2名以上とサポーター（大人）からな
るクラブを「こどもエコクラブ」として登
録し、登録された子どもたちに対して、
ニュースレターによる情報提供などを
行っています。全国で3,570クラブ、

176,907人の子どもたちが参加していま
す（平成21年12月末現在）。
　毎年1回開かれる「全国フェスティバ
ル」では、環境保全活動に取り組む全国
の子どもたちが一堂に会し、日々の活動
をまとめたユーモアあふれる「壁新聞」の
展示や、優れた壁新聞の表彰を行いま
す。また、子どもたちの地球環境を大切
にする心や力を育むことを目的として、環
境について楽しく学ぶ体験授業等を行い
ます。全国のエコな子どもたちのパワー
が集結する見逃せないイベントです。

Eco Journal 2010 March

「こどもエコクラブ全国フェスティバル2010」
日時：3月27日（土）10：00～16：00
会場：日本科学未来館
主催：環境省
共催：日本科学未来館
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　「エコごはん」と聞いて、どんな食べ物を
思い浮かべるだろうか。調理時のエネルギー
が少ないごはん？　それとも地産地消のごは
ん？　料理研究家の島本美由紀さんが提案し
ているのは、食材をなるべく使い切ってごみ
の量を極力減らす「エコごはん」。「エコっ
て少し、手間がかかりそうなイメージがあり
ませんか？　でも、私のエコごはんは、もと
もと家事をラクにするために考え出したもの
なんですよ」と島本さん。例えば、野菜の皮

は料理に使わないと生ごみになって、夏はく
さりやすく、捨てに行くのも面倒。しかし、
その皮を使ってもう一品作ってしまえば、ご
みが減る一方で、おかずのバリエーションは
増えるという一石二鳥の工夫なのだ。
　今回紹介してくれたのは、「野菜の皮のか
き揚げ」と「大根の皮の甘酢漬け」。ポイン
トは、「“皮であと一品”と割り切って、野菜
の皮を少し厚めに切っておくこと。その方
が、歯ごたえも楽しめて、おいしく出来上が

ります」とのこと。また、小松菜やブロッコ
リーは、買ったらすぐに茹でて冷蔵保存して
おくと食材が長持ちするうえ、１回１回茹で
る手間も省けて、使い残しがなくなるという
エコアイデアも教えてくれた。家事の負担が
減って、家計も節約できる「エコごはん」。
毎日の食卓で、手軽に、そしてお得に取り入
れられるこのアイデアは、おいしい料理を囲
みながら、家族みんなでエコを考えるきっか
けも与えてくれそうだ。

毎日食べている野菜などの芯や皮、何気なく捨ててしまっていませんか？
余った食材を使って作れる「エコごはん」のレシピを、
料理研究家の島本先生に教えていただきました。
写真／大久保恵造　文／保手濱奈美

エコごはんのすすめ

の

第2回

野菜の皮のかき揚げ  ＆ 大根の皮の甘酢漬け
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　「エコごはん」と聞いて、どんな食べ物を
思い浮かべるだろうか。調理時のエネルギー
が少ないごはん？　それとも地産地消のごは
ん？　料理研究家の島本美由紀さんが提案し
ているのは、食材をなるべく使い切ってごみ
の量を極力減らす「エコごはん」。「エコっ
て少し、手間がかかりそうなイメージがあり
ませんか？　でも、私のエコごはんは、もと
もと家事をラクにするために考え出したもの
なんですよ」と島本さん。例えば、野菜の皮

は料理に使わないと生ごみになって、夏はく
さりやすく、捨てに行くのも面倒。しかし、
その皮を使ってもう一品作ってしまえば、ご
みが減る一方で、おかずのバリエーションは
増えるという一石二鳥の工夫なのだ。
　今回紹介してくれたのは、「野菜の皮のか
き揚げ」と「大根の皮の甘酢漬け」。ポイン
トは、「“皮であと一品”と割り切って、野菜
の皮を少し厚めに切っておくこと。その方
が、歯ごたえも楽しめて、おいしく出来上が

ります」とのこと。また、小松菜やブロッコ
リーは、買ったらすぐに茹でて冷蔵保存して
おくと食材が長持ちするうえ、１回１回茹で
る手間も省けて、使い残しがなくなるという
エコアイデアも教えてくれた。家事の負担が
減って、家計も節約できる「エコごはん」。
毎日の食卓で、手軽に、そしてお得に取り入
れられるこのアイデアは、おいしい料理を囲
みながら、家族みんなでエコを考えるきっか
けも与えてくれそうだ。

野菜の皮のかき揚げ

①：野菜の皮や芯は細切りにする。

材料

教えてくれた方
島本美由紀先生

野菜の皮と芯は、サクッとし
た食感を残すため、少し太め
の細切りにする。そのほかサ
ツマイモの皮なども、かき揚
げと相性が良い。

料理研究家。手軽でおいしいレ
シピを提案し、雑誌やテレビな
どで活躍中。「もったいない」を
考えるMOTTAINAIラボに参加
し、食を通じてエコ活動も行っ
ている。『時間とお金が１０倍
になる！冷蔵庫お片づけ』（講
談社）が好評発売中。

http://shimamotomiyuki.com/

島本美由紀先生の
オフィシャルホームページClick!! 

かぼちゃや人参の皮や
キャベツの芯 約１００ｇ
小麦粉 大さじ１と1/2
塩 適量

材料 大根の皮・葉 適量

A
すし酢 大さじ４
水 大さじ４
赤とうがらし 小口切り少々

②：さっと水でぬらしボウルに入れ、
　　小麦粉を振りよく混ぜ合わせる。

切った野菜を水で濡らし、ボ
ウルに入れたら、小麦粉をま
ぶしてよく混ぜ合わせる。水
で濡らすのは、小麦粉の量を
極力おさえるため。

甘酢の味を染み込みやすくす
るため、①を熱湯で30秒ほど
茹でる。レンジで１分ほど温
める方法でもいい。

①：大根の皮は短冊切りにし、葉は４ｃｍ長さにきる。

大根の皮は１cmくらいの短
冊切りにし、葉は４cmの長さ
に切り揃える。葉がなけれ
ば、皮だけでも大丈夫。

フライパンに１cmくらい油を
引いたら、170度に熱して、食
べやすく丸めた②を入れて、３
～４分ほど揚げる。常時、中火
でOK。揚がったら、器に盛り
付け塩を添える。

Aに②を加えて、半日以上冷
蔵庫の中で漬け込む。すし酢
を使うのは、酢メシを作る時
にしか使わない調味料を使い
切るためのエコアイデアだ。

②：熱湯で①を３０秒程度さっと茹でる。

③：A に②を加え、半日以上漬け込む。
③：１７０度に熱した油に、
　　食べやすく丸めた２を入れ３～４分程度揚げる。

大根の皮の甘酢漬け
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エコモノたちで、あなたの暮らしを彩りあるものにしてみませんか。

アクセサリー感覚の小さな菜園

自家発電で光る！　ペンギン型懐中電灯

間伐材の鳩時計で癒しのひとときを

高さ47mm、幅21mmというミニカプセルの中で、本物
の植物が育てられるキット「グリーン・カプセル」。水
と栄養分を多く取り込む自社開発の土・ルーフソイル
が、土と水をごく少量に抑えた環境での発芽を可能に
しました。携帯ストラップやペンダントヘッドとして持
ち運ぶことができるので、成長過程をつぶさに見守る
ことができます。プチトマトなど４種類の付属の種は、
苗になったら鉢に植え替えて、食用に栽培。自然の営
みが身近に感じられるキットです。

「エコトロニック ペンギン・ライト」は、イギリス発の
エコおもちゃ。羽を繰り返し握ると、それがエネルギー
となって頭とクチバシがピカッと光る、自家発電の懐中
電灯です。電池レスなので環境にやさしいのはもちろ
ん、いざという時に電池がない！　なんて事態もナシ。
パッケージが生分解性の紙パルプでできているという
のも嬉しい配慮。おもちゃで体験できる自家発電は、
子どもたちにとって、エコを楽しく学ぶきっかけになる
はず。

音楽家の坂本龍一さんが代表を務める森林保全団体
「more trees」は、日本の間伐材や再生素材などを活
用したオリジナルプロダクトの製作・販売を行っていま
す。近年では、著名なデザイナーやアーティストとのコ
ラボレートアイテムも展開。中でも世界的プロダクトデ
ザイナーの深澤直人さんがデザインを担当した「鳩時
計」は、巣箱を思わせる温かみのある佇まいが人気で
す。売り上げの５％はmore treesに寄付され、森林保
全に役立てられます。

http://tuchi.open365.jp/
マサキ・エンヴェック　03-5695-7555

http://thinktheearth-shop.com/
Think the Earthプロジェクト　03-5459-2181

http://www.more-trees.org/
more trees　03-5770-3969

 文／保手濱奈美



『エコジン』編集部が厳選してお届けするカルチャーコラムです。 文／保手濱奈美

『「水」戦争の世紀』（モード・バーロウ、トニー・クラ
ーク著）というノンフィクションの書籍を元にしたドキュ
メンタリー。学者や環境保護活動家、一般市民などの
証言を元に、水にまつわる利権問題や紛争など、世界で
起きている“水戦争”の現状を追っています。私たち日本
人にとってごく当たり前のように存在する水が、どれほ
ど貴重で有限なのか、そしてそれをどう守るかについて
考えさせられます。アップリンクXほかにて公開中。

『ブルー・ゴールド：狙われた水の真実』

八甲田の自然を10年に渡って撮り続けている、写真家
の岩木登さん。2008年～2009年にかけて100日以上
もの野営を行い、撮りためた作品を、「原生の鼓動＋」
と題して、昨年秋に十和田市現代美術館で開催した写
真展で発表しました。作品には、原生の自然が失われつ
つあること、そしてその価値を多くの人に知ってほしいと
いう想いが込められています。「原生の鼓動＋」の図録
は、十和田市現代美術館ミュージアムショップおよび岩
木さんのHPから購入可能です。

『原生の鼓動＋』
プラス

環境に配慮したカフェなどのプロジェクトを展開する「ク
ルック」が、昨年末、表参道ヒルズ内に新店舗となる
「kurkku ３」をオープン。「Made in Japan」をキーワー
ドとした、日本の食材にこだわったレストランです。おい
しい食事が食料自給率のアップにもつながり、さらにイン
テリアにはLED照明やリユース家具を使用。外観は壁面
緑化を取り入れるなど、エコアイデアが散りばめられてい
ます。お腹もエコ意識も満たされる、新スポットです。

『kurkku ３』

http://www.uplink.co.jp/bluegold/

http://iwakino.com/

http://www.kurkku.jp/kurkku3/
kurkku ３　03-6438-9603
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地球のためにChangeする、エコな人たち。

染谷ゆみ Someya Yumi

株式会社ユーズ　代表取締役

Pro�le ： そめや　ゆみ
1968年、東京都墨田区生まれ。91年、染谷商店入社後、世
界で初めて、天ぷら油で車を走らせる事業を開発。93年、廃食
油からディーゼル燃料ＶＤＦを製造、販売。97年、株式会社ユ
ーズを設立し、地域活性化事業、資源循環型社会づくり事業
を開始。環境ビジネスウィメンとして政策提言にも参画。

「
T
O
K
Y
O
油
田
」
を
、
掘
り
起
こ
す
。

文／柳澤美帆　写真／キッチンミノル

「環境と経済の好循環」の
実現を目的に、環境ビジネ
スに関わる女性リーダーが
主体となり、社会に向けてさ
まざまな発信活動を行って
いる団体。

環境ビジネスウィメン
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回収した天ぷら油から作られたVDF燃料。 専用のトラックで家庭や飲食店から出た天ぷら油を
回収。

回収した油から作られた泡のハンドソープ。

「ＴＯＫＹＯ油田」──何とも印象的な
キャッチコピーを生み出したのは、株式会
社ユーズの社長、染谷ゆみさん。使用済み
の天ぷら油を回収し、自社で開発した軽油
代替燃料ＶＤＦ（ベジタブル・ディーゼル・
フューエル）へと変換するリサイクルプロ
ジェクトを行っている。
「全国の家庭で捨てられる天ぷら油は年間
約20万キロリットルにもなります。つまり
見方を変えれば、大都市は油田と同じだと
言えるんじゃないか、という発想から生ま
れました。2017年までには、使い終わった

すべての天ぷら油をエコ資源にしますよ」
　実家は、昭和24年創業の廃油リサイクル
工場。だが家を継ぐつもりはなく、高校を
卒業してすぐにアジアへ放浪の旅に出かけ
た。そこで土砂崩れに遭遇。一歩間違えれ
ば命を失うところだった。現地の人から
「道路を急速に作ったせいで森が破壊され
てしまった。これは天災ではなく人災だ」と
言われ、地球が微妙なバランスで成り立っ
ていることに気付く。そこでふと、家業に考
えが及んだ。「不思議なもので、それまで
は実家が環境問題につながっているとは思
いもしなかったんです。でも祖父の代から

油を回収していたので、なんだ、コレだった
んだ！と目からウロコが落ちました」
　92年から「ＴＯＫＹＯ油田」プロジェク
トをスタートさせ、２年前はほんの数軒だっ
た回収ステーションも今や１１０軒に。フジ
ロックフェスティバルにはこの５年間ＶＤＦ
を供給し、舞台などの電源に利用されてい
る。「エネルギーにも選択肢があっていい
と思う。例えば千葉だけで使われるエネル
ギー、バスだけに使われるエネルギー、そ
んなエネルギーを生み出したい。ＴＯＫＹＯ
油田は地産地消のエネルギーなんです」

http://www.herb.or.jp/
環境ビジネスウィメン

http://tokyoyuden.jp
TOKYO油田2017

Click!! 



環境省のレッド・リストに挙げられた、
日本の希少な野生生物たちを紹介します。

この雑誌の記事内容の転載については、無料の雑誌など非商業
目的とする場合は、転載が可能です。詳細は右記のお問い合わ
せ先までご連絡下さい。尚、転載する場合には出典を明示して下
さい。参考に掲載された刊行物等を1部お送り下さい。

　ツシマヤマネコは、対馬だけに生息する野生のネコです。約10万年前
に当時陸続きだった大陸から渡ってきたと考えられ、東南アジアを中心
に分布しているベンガルヤマネコの亜種とされています。イエネコと似
ていますが、体は一回り大きく胴長短足で、耳の後ろに白い斑点があ
り、尾も太くて長いのが特徴です。単独で生活し、主に地上で活動しま
すが、木登りが非常に上手で、夜に樹上の鳥類を襲ったりもします。主
な生息地は照葉樹林の谷間や、林縁部、山腹斜面ですが、集落に近い田
畑の近くに姿を見せることもあります。

開発によって、棲みやすい林が減少したことに加え、発達した交通網が生息地
を分断してしまい、交通事故死も増えました。1970年頃の調査で生息数は最
大300頭と推定されていましたが、現在は100頭前後と考えられます。現在、飼
育下で繁殖させ、将来野生復帰させるため、環境省対馬野生生物保護センター
の他、福岡市動物園、井の頭自然文化園（東京）、よこはま動物園ズーラシア
（横浜市）、富山市ファミリーパークで、計35頭前後が飼育されています。

写真提供／環境省

詳しくは、「RDB図鑑 ～希少な生きものたち」まで

お問い合わせ先
株式会社　文化工房　『エコジン』編集部
〒106-0032　東京都港区六本木5-10-31 
電話03-5770-7106　FAX03-5770-7132

生息地

長崎県対馬

大きさ・体重

体重3～5kg、
体長50～60cm

食べ物

ネズミ類の他、
鳥類や昆虫など

ランク

絶滅危惧ⅠA類（CR）

学名 : Prionailurus bengalensis euptilurus
英名 : Tsushima leopard cat
分類 : 食肉目　ネコ科

http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/
Click!! 

減少のワケは?

ツシマヤマネコ
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