上廣・カーネギー・オックスフォード国際倫理会議 2015
地球温暖化－環境倫理とその実践－
日
場
主

時：2015 年 10 月 28-29 日
所：カーネギー・カウンシル、ニューヨーク
催：公益財団法人 上廣倫理財団
カーネギー・カウンシル
オックスフォード大学 上廣応用倫理センター

会議趣旨
ビル・マッキベンは 2003 年に著した『Enough : Staying Human in an Engineered Age』
（2005
年山下 篤子 訳 『人間の終焉――テクノロジーは、もう十分だ！』
，河出書房新社）を通して、
「私
たちの時代が直面しているのは、歴史の終わりではなくむしろ『自然の終焉』だといっている。ア
マゾンの熱帯雨林でも、南極を覆う氷の上でさえも、人間の文明の影響から逃れることはできない。
私たちは、太陽の放射線から地球を守るオゾン層を減らし、大気中の二酸化炭素量を増加させてい
る。こうして、植物の生長、雨の化学的な構造、雲を形成させる力にまで、部分的には人為的な作
用がおよんでいること」を示唆している。そして、ビル・マッキベンの言葉を後押しするように、
ピーター・シンガーは「人間が自発的に変わるか、この惑星の気候が変わってあらゆる国々を道連
れにするか、二つに一つであろう」と危機的な地球環境を訴えている。
国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の「第 21 回締約国会議（COP21）」をはじめとする国際条
約が締結され、温暖化対策が世界各国で打ち出されていく中ではあるが、私たちは地球温暖化とい
う課題に対して、これからどう倫理的に解決に向けた取り組みを為していくのか、その課題に潜む
人間の深層心理、思想から実践に至るところまでの道筋を共に考えたい。

この会議出席者の主な論点は以下の通りです。
・世界規模での温暖化防止のための環境倫理（コンセンサス）の確立は可能か？西洋と東洋に
は、異なる環境思想はあるのか？地球存続のため、指標となる価値基準はあるのか？地球温
暖化防止対策を妨げる課題を倫理でどう解決できるか？
・第三者（傍観者）から当事者意識への転換はどうすれば実現できるか？
・“持続可能な”地球環境を守るために私たちは何をなすべきか？環境教育は持続可能性を担
保するための有効な手段となりうるか？

＜1 日目＞
09:00

カーネギー・カウンシル

会議室

開会式・挨拶
丸山

登（公益財団法人 上廣倫理財団 事務局長）

ジョエル・ローゼンタール（カーネギー・カウンシル理事長）
ジュリアン・サヴァレスキュ（オックスフォード大学教授、
オックスフォード上廣応用倫理センター長）
上廣倫理財団紹介：小野塚 久輝（公益財団法人 上廣倫理財団 事業部長）
09:30

ステファン・ガーディナー（ワシントン大学 哲学科・教授、
ベン・ラビノヴィッツ人間環境学・教授）
「将来に向けた集団的責任の受け入れ」

10:10

桑子 敏雄（東京工業大学大学院社会理工学研究科 価値システム専攻・教授）
「人間と地球の相互関係から生じる自然の恵みと脅威に向き合う環境倫理の理論と実践」

10:50

エヴァン・ベリー（アメリカン大学 哲学宗教学・准教授）
「気候変動は一つの問題か？温暖化惑星における有害事象の文化的な特定概念」

11:30

ガイ・カヘーン（上廣センター・副センター長、
脳神経倫理学オックスフォードセンター・副センター長）

「気候変動と人間の道徳的心理」
12:15

昼 食

13:30

ピート・ヒギンズ（エジンバラ大学教授、野外・環境教育部門長）
「未定」

14:10

吉川 成美（早稲田大学早稲田環境学研究所、次席研究員・講師）
「提携運動と来るべき農業倫理―人々の食料主権のパラダイム転換への注目」

14:50

休 憩

15:00

デール・ジャミソン（ニューヨーク大学、環境学教授）
「どのように人類の時代を生きていくべきか」

15:40

豊田 光世（新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター 准教授）
「環境危機の時代を生きる民主的文化の再構築」

16:20

イングマー・ペルソン（ヨーテボリ大学実践哲学、教授）
「気候変動－最難関な道徳的挑戦」

17:00

休

18:00

夕 食 会

憩

＜２日目＞
10:00

カーネギー・カウンシル

会議室

グスタフ・アーニウス（未来研究所・所長、ストックホルム大学・教授）
「未定」

10:40

高野 孝子（早稲田大学、留学センター教授）
「サステナビリティに対する教育による倫理的影響」

11:20

ジュリアン・サヴァレスキュ（オックスフォード上廣応用倫理センター長）
「コモンズの悲劇における心理と倫理」

12:00

昼

14:00

基調講演

食
ポール・ガレ（リバーキーパー代表）
リバーキーパーは、ハドソン川とその支流と共にニューヨーク市に飲料水を
提供する水の源流域の保護を主な活動とする環境非営利組織です。「川の管
理者」として世界で初めて設立されました。今日、世界中に 150 ものリバー
キーパーが出来、水の守り人連合を組織しています。

15:30

閉

会・挨

拶

ジョエル・ローゼンタール（カーネギー・カウンシル理事長）

2015 Uehiro-Carnegie-Oxford Conference
on
“Global Warming-Environmental Ethics and Its Practice”
October 28-29, 2015
Venue: Carnegie Council, 170 East 64th Street, New York City
Organizers: Uehiro Foundation on Ethics and Education, Tokyo
Carnegie Council for Ethics in International Affairs, New York,
Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, Oxford University
Background
“Enough: Staying Human in an Engineered Age” was written in 2013 by Bill McKibben, author and
environmentalist. McKibben argues that we are being confronted with “the end of nature” rather
than “the end of history.” From on the ice which covers the South Pole to the tropical rainforest of
the Amazon, we cannot escape from the influence of human civilization. We damage the ozone layer
which protects the earth from solar radiation and we continue to pump carbon dioxide into the
atmosphere. McKibben warns that these and other factors are partially responsible for negative
impacts on the growth of plants, the chemical structure of rain and the ability of clouds to form.
Quoting McKibben, Peter Singer takes aim at this dangerous global situation, saying “either human
beings change voluntarily or the climate of this planet changes and transforms every country. We’ve
got to choose between the two.”
International treaties, including Conferences of the Parties, have been signed and global warming
countermeasures are being proposed all over the world. Today, we would like to think about how we
can use the results from psychology and thoughtful reflection to create a process for solving the
problem of global warming in a way that is ethical.
Our conference participants will address the following questions:
 Is it possible to establish an environmental ethics to combat global warming? Are there any
major differences in environmental philosophies between Eastern and Western thought?
What are the key values that are necessary to make people recognize the importance of
sustainability? How can ethics solve obstacles to prevention of global warming?
 How can we get bystanders and free riders to feel a sense of responsibility?
 What should be our role in helping to preserve sustainable environment? Is environmental
education helpful for sustainability?
Format:

Two-day conference (October 28-29, 2015), with a keynote address by Bill
McKibben, (to be invited) founder of 350.org on October 28th at 7:00pm (Location:
To be determined)

Invited Presenters:
UK
Julian Savulescu, Director of the Uehiro Centre
Theme: TBA
Guy Kahane, Deputy Director of the Uehiro Centre, and Deputy Director of the Oxford Centre for
Neuroethics
Theme: TBA
Ingmar Persson, Professor of Practical Philosophy, Göteborg University
Theme: TBA
Nadira Faulmuller, Oxford Centre for the Study of Intergroup Conflict
Theme: TBA
Peter Higgins, Chair of Outdoor and Environmental Education, Professor at the University of
Edinburgh
Theme: TBA
Japan
Professor Toshio Kuwako, Professor of Philosophy and Consensus Building at the Graduate
School of Decision Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Japan.
Theme: Theory and Practice of Environmental Ethics Facing the Benefits and Risks from Complex
Interaction between Human Activities and Dynamics of the Globe
Professor Takako Takano, Waseda University
Theme: TBA
Mitsuyo Toyoda, Associate Professor at Tokyo Institute of Technology, Academy for Global
Leadership.
Theme: Re-constructing Democratic Culture at the Age of Environmental Crisis
Narumi Yoshikawa, Assistant Professor, Institute for Waseda Environmental Science
Theme: “TEIKEI” movement and Agricultural Ethics to Come Focus on the paradigm shift
advocated by People’s Food Sovereignty
US
Dale Jamieson, Professor of Environmental Studies, New York University
Theme: TBA
Stephen Gardiner, Professor of Philosophy and Ben Rabinowitz Endowed Professor of Human
Dimensions of the Environment, University of Washington
Theme: TBA
Mary Leou, Clinical Associate Professor of Environmental Conservation Education and Director of
The Wallerstein Collaborative for Urban Environmental Education
Theme: TBA

