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発刊に当たって
本冊子は､ 本学会の創立30周年記念事業の一環として､ 環境
科学会の会員研究室の現在の取り組みなどを紹介することで､
これから大学の学部で環境学､ 環境科学を学ぼうとする高校の
生徒諸君への道しるべの一環として編集したものです｡
大学等における環境研究室の紹介は､ 創立25周年にも企画し
ており､ 本冊子はその第二弾に当たります｡ ご覧いただくと､ 環境学､ 環境科学
研究といっても､ 法学や経済学､ 社会学､ 心理学のような人文社会科学の研究室
から､ 化学､ 生物学､ 理学のような自然科学､ 生命科学や工学など多岐の学問分
野や領域にわたっていることがわかると思います｡ そのことは､ 環境学はどの学
部や学科に進学しても環境学を学ぶという志向性を持つことで､ どこでも学べる
環境があるということだと思います｡
しかし､ 環境学や環境問題は､ 誰でもが取り組めるという点では取り掛かりは
楽だが､ 生起する環境問題に的確な解決方法を見出すには難しい側面があります｡
たとえば､ 大気汚染のPM2.5やアスベストによる健康障害など身近な環境問題へ
の対応は､ 従来型の行政による規制的手法のみでは有効性を欠くかもしれません｡
また､ オゾン層破壊や気候変動問題などのグローバルな課題を含む問題には有効
な手法はなかなか見出し難いということがあります｡
これまでの学問的アプローチは､ それぞれの属するディシプリン (学問的基盤)
に基づいて､ 各研究者が個別的に追求し､ 個別的に究明されてきた事実を切り細
工的に集合させ､ 学問領域内での解決に対処してきたわけですが､ 今日的課題は､
大学研究者を複数学問領域間の協働によるインターディシプリナリー (学際) に
よる問題解決方式から､ さらに社会 (多様なステークホルダー) との協働を融合・
統合化するトランスインターディシプリナリー (超学際) なものへとシフトしよ
うとしています｡ 2015年に国連で採択された ｢持続可能な開発目標(SDGs)｣ に
示された持続可能な開発のための17のグローバル目標 (169のターゲット項目＋
230指標) は､ トランスインターディシプリナリーな取り組みを求める最たるも
のだと思います｡ これらの目標の実現に向けて､ 将来世代を考慮に入れて､ 如何
に実現させるかは､ われわれのみならず､ 皆さんにも提示された学びと行動のた
めの目標課題だといえます｡ この冊子がみなさんの少しでもお役に立てれば望外
の喜びです｡
公益社団法人
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