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日米合同セミナーの報告
一持続可能な生活と環境倫理一

タイ トル :持続可能な生活と環境倫理に関する

日米合同セミナー

場所 :ホノルル、東西センター

期間 :19弱年 1月20日働～ 24日l■l

目的 :日米両国の、多様な意見を持った普通の人々が、

開かれた心で現在の危機的な問題を取り上げ、活発なネッ

トワークやコミュニティを作ろうという目的で、持続可

能な生活と環境倫理についての対話を交わすことである。

主催 :21世紀の環境と文明を考える会 (日本)

ェコシステム・エンジエアリング (米国本土)

未来の友 (ハワイ)

プログラム (概要):

20日 (土):事 務局打ち合わせ、日本側参加者ミーティング

21日 (日)(1日 目):カ アラ山文化学習センター、ソー

ラー・ハウスを見学。

22日 (月)(2日 目):第 1セ ッション「宮沢賢治の世界」

(加藤二郎)、第 2セ ッション 「持続可能な生活について

の展望」(スーザン・マーコット、ダイアン・D・ リッジ

リー、ダンカン・ウィリアムス、プアナニ・バージェス)、

第 3セ ッション「持続可能な未来を可能にするハワイの

役害J」(ケネス・ブラウン)

23日 (火)(3日 目):第 4セ ッション 「われわれは、経

済成長や大量生産 ・消費を続けることができるか」(田中

充)、第 5セ ッション「持続性に向けての日本のアイディ

ア」(大井芳郎、藤村コノヱ、阿部治)、第 6セ ッション

「持続性に向けての米国のアイディア」(スーザン・フレッ

チャー、カリー・ジャッド、ジェフ・トンプソン、チャー

ルズ・マーコット)、第 7セ ッション 「持続性に向けての
ハワイのアイディア」(バリー・ラレイ、ソフィー・アン・

アオキ、エリック・エノス、ポカ・ラエヌイ)

24日 (水)(4日 目):自 由討論 (主にコンクリュージョ

ンの作成)

(注)こ の結論は、参加者全員で討議 し

たことをもとに、加藤代表とスーザン・

マーコット、ソフィー・アン・アオキの

3人 のコーディネーターがとりまとめた

ものである。
1.我 々の生活を地球の環境容量の範囲

内でより持続的にするとともに、それに

よって人間の深いニーズを満たすことに

関してお互いの意見、哲学、経験を交換

するために、日本、アメリカ本土、ハワ

イから約60人の参加者が、地球市民とし

て、ハヮイの東西センターに集まった。
2.セ ミナーはワイアナエのカアラ山文

化学習センター訪問から始まった。それ

はアフプアアという、雨によって養われ

た山から深い海にまで広がる伝統的 ・持

続的コミュニティの再建に献身するハワ

イアンのコミュニティプロジェクトである。

我々は、伝統の知恵とハワイ先住民の生

活様式がいかに持続的であったかを学び、

21世紀に向けて我々の社会を再構築する
一つの方法に関して直接経験した。

3.我 々は宮澤賢治の詩と哲学について

学び、その哲学を3つ の主要な領域と3

つのキーワードに翻訳した。

<領 域>
・価値の転換 ・ 制度の変革
・技術の革新

<キ ーワード>
・循環 ・ 共生  ・ 抑制 (日本語で

「もったいない」。ハヮイ語でPoho。

英語でfrugali↓yまたはsimpleliving。

あるいはthankfullnessまたはappre―

ciationも含む。)

4.深 く保持された文化的価値は、どの

ような環境倫理項目を考える上でも重要
な役害」を果たすものと理解しなければな

日本 ・ハワイ・アメリカセミナーの結論

1996年1月24日 ホ ノルル、東西センターにて

らない。我々はいくつかの環境倫理とそ

の基礎となる哲学について熟考した。
・新 「十戒」又は 「地球市民として生

きる心得10カ条」
・持続可能な生活の倫理
・アロハ ・アイナ (土地を愛す)
・仏教徒の環境の教え

5.女 性および他の無視されたグループ

の、社会の全ての側面、特に意志決定ヘ

の完全で公平な参加は持続可能な生活の

必要条件である。
6。市場経済および持続可能な生活につ

いては勿論、詩、科学技術、環境倫理、

宗教、教育、マスメディア、および伝統

的生活様式の役割について繰り返し話 し

合われた。そして参加者は、そのいずれ

もが我々の世界をより持続的にするため

に同等に重要であることに同意した。

7.我 々は現在の市場システムが環境の

持続性および社会関係に問題を生み出し

てきたことを理解した。我々はまた、現

在の市場システムが多くの人々に利益を

もたらしているが、その一方で地球の人

口の大部分が未だに、そして将来もそこ

から利益を引き出し得ないことを理解 し

た。我々は、現在の市場システムを持続

可能な生活と両立するように、いかに修

正、改良、調整するか、あるいは、我々

の世界に現存する不公正に取り組むため

の代替案の開発について、持続可能な生

活に関与する我々自身の間でさえ、話 し

合うべき多くの困難な問題が残っている

ことを学んだ。

8.我 々は、持続可能な生活の哲学と実

践、および生活のあらゆる側面における

環境倫理の適用が、必要なバランスを達

成するために重要であることに同意した。

9.様 々な価値ある経験、具体的な提案
および提言が為された。それらのなかに

は以下のものが含まれる。
・カアラ山文化学習センター

・持続的農業
・環境負荷と生活における必要性のマ

トリックス
・再生可能なエネルギーの使用
・リサイクルキャンペーンおよび 「減

量化、再資源化、再使用 (3R)」
・環境税 ・ 環境教育
・経済学と持続可能な生活を調和させ

る新たな社会科学
・企業行動プランの策定、および最 も

洗練されたマスメディアや市場シス

テムの宣伝手段を用いたキャンペーン
・地域の持続可能な開発プロジェクト
・ハヮイのココナッツ島の持続的未来
センター

・伝統的英知の文化
10,我 々全員は、エリック・エノス氏に、

内に向かう代わりに世界に向かって開か

れた家族のシンボルを描いてもらうこと

を要請した。これは将来、我々のグルー

プのシンボルとして使用されよう。
11.持 続可能な生活と環境倫理に関する

日本 ・ハワイ ・アメリカセミナーが実 り

豊かであったこと、我々が友情を深めた

ことに満足したこと、そしてこの理解の

上に地球とその住人の間に新しい関係を

築くための努力を新たにすることについ

て参加者全員が合意に達した。
12.我 々は、このイベントを可能にした全

ての個人とグループの支援と勤勉な仕事
に感謝の意を表する。我々は、持続可能
な生活と環境倫理という大変重要な問題
に取り組む努力が広がることを期待する。
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1日 目 〔1月21日 (日)〕

♪晴れた空、そよぐ風♪そんな懐メロが浮かん

でくるような心地よいハヮイの自然の中で、セミ

ナーの 1日 目は始まった。この日はワイアナエに

ある学習センターでハワイアンの歴史と文化を体

験することになっていた。ホノルルからバスで約

1時間。車窓には、上の色こそ違うものの九州生

まれの私にはどこか見覚えのある景色が続 く。車

中では主催者を代表して、米国側からスーザンさ

ん、ハヮイ側からソフィーさんとプアナニさん、

そして日本側から加藤代表の挨拶があり、そうこ

うしているうちに目的地に到着。私たちはこの地

を訪れた目的を告げ、長老の許 しを得て学習セン

ターヘと向かった。センターといっても縄文時代

の萱ぶきを思い出させる簡素なもの。 しかしハレ

と呼ばれるこの伝統的な建物の造 りは、太陽の光

を適当に遮りつつも風通しは抜群で、この土地の

自然条件を生かしたエコハウスそのものである。

ここでは、「自分のルーツを知 らずして自分の進

むべき道はわからない」「土地や文化を守ること

で本当の未来が見えてくる」という理念のもと、

ハワイの先住民の生活様式や自然特性を生かした

農業体験を通じて、ハワイアンの歴史や文化、そ

して 「自然を含めて全てが先祖でありこれを尊ぶ」

というハワイアン精神を子ども達に伝える活動を

行っているという。活動の内容を長老やプロジェ

クト長のエリックさんから聞いた後、私たちは青

空のもと、全員で大きな輪をつくり、各自の名前

の由来やルーツを紹介しあった。日本、米国本土

そしてハヮイからの参加者はこの日が初対面だっ

たが、ハヮイの豊かな自然と、手と手をつないだ

大きな輪は、言葉や習慣の壁を取り払い 「みんな

同じ人間」という心にしてくれた。そしてタロ芋

畑では、タロの成育の様子や食べ方等について説

明を聞き、さらに 「天の神バケアと地の神パパに

よって私たち人間が生まれた」というタロにまつ

わる伝説を聞いた。その後は、伝統的スタイルの

ピクニックランチ。タロ芋サラダ、タロの葉に包

んで蒸した鶏肉と牛肉、ご飯、刺 し身風の生魚。

海と山の幸をさゝんだんに使ったこの料理は、前日

1996年2月号
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ハワイ大学の学食で食べた欧米風ランチに比べて、

本当に美味しく、いつかどこかで食べたことのあ

る懐かしい味がした。食後には、長老がタロ芋か

らポイ (お餅のようなもの)を 作ってみせてくれ

たり、エリックさんの指導でパインに似たハラー

の葉でブレスレットを皆でつくったりした (日本

の環境教育にも同様のプログラムがある)。そし

て最後にはまた、みんなで手をつなぎ自然の恵み

と今日の出会いに感謝した。

この日の体験を通じて、ハヮイの政治的側面に

触れたという人も多かった。しかし私は、ハワイ

先住民の生活様式や自然との共生の精神が、昔の

日本人のそれ (自然の時の流れにあわせて、守り

育て、将来にストックを残しながら、感謝の気持

ちを込めて、必要なものを必要なだけ使う)と 全

く同じだということを感じた。そして強い信念を

持ちつつも閉ざすことのない心の広さを持ったソ

フィーさん達のやさしく深い眼差 しこそが、ハヮ

イの自然と歴史 ・文化そのものではないかと思っ

た。

3日 目の持続可能な生活に向けての私の提案に

対して、エリックさんは 「貴方の考えと全 く同じ

だ。今のスピリッツを持ち続けて下さい」と励ま

してくれた。私が生まれ育った九州とどこか似て

いるワイアナエの風景。故郷に帰って同志と再会

したような、そんな一日だった。

(報告 :藤村コノヱ)

カアラ山文化学習センターにて

左から2番目がプロジェクト長のエリック・エノス氏
2人おいて写真中央がクプナ (年長の人)



霞:米1会1田!セ:ミ:岩!キ

タロイモの水田と農夫

タロイモを高く掲げ、タロイモにまつわる伝説を話す

2日 目 〔1月 22日 (月)〕

●午前

ハワイ=明 るい南国。/新婚旅行。/と しか見てい

なかった私は、母に誘われるまま、ハワイヘと向

かいました。しかし、セミナー初日にハワイの伝

統的な農業社会を見学し、米国の一部としか見て

いなかったハヮイには、米国となる前からの独自

の文化 ・社会があること、そして、この文化は欧

米化してしまう前の日本にも共通する素晴らしい

精神世界をもっていることを知り、深 く感銘を受

けました。

この気持ちもさめやらぬ2日 目に、加藤さんが

「宮沢賢治の世界」と題 して、日本の伝統的な考

え方に基づいた価値観転換の方向性について話さ

れました。

初めに、賢治について、雪深い東北で生まれた

こと、自然を愛した敬虔な仏教徒であったこと、

生涯にたくさんの詩や小説を書いたが、生前に発

表したものは少なく、死後有名になったことなど

を、写真や、童話をイメージして描かれた画集な

どを見せながら話されました。そして、賢治の

「雨ニモマケズ」の英訳を紹介し、この詩には、

20世紀の理念に逆行するような精神が描かれてい

るということ、特に
“
デクノボー"と いう言葉に

焦点を当てた説明がありました。

4

次に、これらの賢治の精神世界を踏まえて、20

世紀の四つの大罪を指摘し、21世紀の方向性を示

す三つのッボ、三つのキーヮードを挙げ、日本人

が忘れてしまった 「もったいない」をもう一度見

直そう、と提言されました。最後に、加藤さんが

作った新しい環境倫理10カ条を、循環 ・共存 ・抑

制という三つのキーヮードとともに提言 し、これ

らの考え方は賢治の思想の中に見ることができ、

環境倫理を進めるためには、欲深さを排除しなく

てはならない、と話されました。

討論に入ると、まず10カ条のうちの 「抑制」と

いう言葉について、人間は本当に欲望を抑制する

ことができるのか、という声が特に米側から多く

聞かれました。日本側からは、「抑制」というの

は、抑え込むということではなく、仏教でいう煩

悩を滅ぼすということである。それによって人間

は本当の意味で自由に生きられるのだ、という意

見も出されました。

もう一点、討論の中で印象深かったのは、ハヮ

イ側が賢治の思想に心から共感していた、という

点でした。昔、ハワイの独立運動を提言 した人が

デクノボーと呼ばれていたが、今では皆が独立の

ことを言っていること、ハワイにも 「もったいな

い」という言葉があることを話してくれました。

私がこのセミナーを通して強く感 じたことは、

古いと思われている考え方の中に、これからの環

境倫理に必要な、新しい考え方があるということ

でした。そのために、私も含め、日本人は自国の

文化に誇りを持ち、目を向けていくべきだと思い

ました。 (報告 :小林瑞枝)

者 の 面 々
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●午後

2日 目の午後はアメリカ側からの発表と討論に

あてられた。すなわち、本セミナーのコーディネー

ターの一人であるスーザン・マーコット、持続的

開発に関する市民ネットヮークの共同議長でもあ

るダイアン・D・ リッジリー、ハーバー ド大学で

宗教学を学ぶダンカン・ウィリアムス、そしてハ

ヮイの詩人であり、ハワイ大学で都市 ・地域計画

学部の講師も勤めるプアナニ・バージェスの各氏

から発表があり、また夕食後は建築家で元上院議

員のケネス・ブラウン氏の発表が行われた。

革■1米1含1同セ|ミ十■|

ることを例示し、この連鎖を断ち切ることから環

境問題が生じているとの指摘であった。氏は会場

との対話を進めながら、原因はいずれも人間の行

動である、そして人は悪意をもって行っていない

にもかかわらず深刻な問題が発生 しているのは何

故か、という問いを投げかけた。それは、問題の

スタートにも終わりの結果にも、人間がいること

を確認させるものであった。

参加者は自問自答しながら、環境問題の原因は

一人ひとりの心のなかにあり、そのため宗教、倫

理が大切であるという結論に到達 した。 しかし倫

理は個人の問題であると同時に、コミュニティの

制度として、また国のレベル、国際 レベルでも定

着させることが求められるが、そのための課題は

何かについてさらに突っ込んだ議論が必要だろう。

スーザン・マーコット氏は、セミナーのテーマ

である 「持続的な生活」のアイディアを説明し、

それを実現させるためのルールと倫理を紹介した。

自分としてはこの議論をもっと聴きたかったが、

時間の都合で途中で打ち切らぎるをえなかったの

は残念であった。

この日のプログラムに止まらず、総体的に様々

な観点から発表があり、大変刺激的な議論が行わ

れた。しかし、互いの意見や考え方を交換 し、掘

り下げる時間がもう少しあればと思った。その意

味で、総括討論を予定していた最終日がすべてセ

ミナーのまとめ文書の議論に費やされ、立派なま

とめは作成されたものの、意見交換の時間をもっ

と確保することも次回に向けての課題と考えたい。

(報告 :田中充)

左からスーザン・マーコット女史、加藤代表、
スピーチしているのはプアナニ・バージェス女史
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△
= 員

泉風場

正直に言って、もっとも分かりやすくかつ興味

を感じたのはブラウン氏の話であった。またスー

ザンとダンカン氏の発表も理解しやすかった。 し

かし、他の人も含めてすべての内容や考え方を正

確に理解できたとはとてもいいがたい。それは、

一つには英語から日本語への通訳の問題があり、

またアメリカ、ハワイの人々のバックグラウンド

に対して自分に十分な認識がなかったことも一因

である。しかし、各々の発表の中でも具体的テー

マや例示を設定し説明された内容は、イメージが

浮かび比較的理解しやすかったので、発表者のこ

うした配慮も聴く者に対して必要な要素であろう。

ケネス・ブラウン氏は、環境問題の本質につい

てサークルCircleとチェーンChainを キーヮー

ドに、図を描きながら説明した。これは 「循環」

または 「相互関係」というものであり、ハワイの

伝統的コミュニティが山から海に至る水や生態系

の循環に依拠して生活していることや、植物プラ

ンクトンから人間の食べ物まで食物連鎖が存在す

1996年2月号
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3日 目 〔1月23日 (火)〕

●午前

この日のテーマは 「持続性に向けての解決の道」

であった。まず、第4セ ッションでは田中氏が、

今日の大量生産システムをその良いところを生か

しつつ持続的なものに変えていく手法について提

案した。それは、製品を環境負荷と不用度 (=必

要性の逆)に より評価 ・分類し生産を抑制または

促進するものである。

第 4セ ッ シ ョン討 議 風 景

つづいて、第 5セ ッションでは 「持続性に向け

ての日本のアイデア」として3氏 より発表があっ

た。藤村氏は、日本の一般市民の環境意識と環境

行動の現状について報告し、持続的生活を実現す

ることは 「言うは易く、行うは難し」であるが、

その実現に向けては、「一人一人ができることか

ら知恵と勇気を持って行動する」 ことが重要であ

り女性の役割が大きいことを述べた。

大井氏は、循環型社会に向けた藤沢市民の取組

について報告した。藤沢市では1977年よリー般廃

棄物の分別収集と再資源化可能廃棄物の回収シス

テムを構築し、市民の協力を得て、ゴミの減量化 ・

再資源化を進めている。

阿部氏は、持続性の実現に向けて実際に活動す

る人を育てることが今日の環境教育に求められて

おり、そのためには、各セクターで行われている

環境教育の統合、各セクター間のパートナーシッ
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プの促進、学校の環境教育拠点としての組織化、

市民の社会 ・政治参加、女性と子供のエンパワー

メントなどが必要であると提言した。

次に、第 6セ ッションでは 「持続性に向けての

米国のアイデア」として4氏 より発表があった。

ジャッド氏はハワイのエネルギー事情について報

告した。ハワイはアメリカでも最も非持続的な社

会であり、また、外部からのエネルギー購入に年

間2億 ドルも必要なため経済的にも行き詰まって

いる。この危機を脱するためには再生可能なエネ

ルギーヘの転換が必要であるが、非現実的に安い

石油の価格がそれを阻害している。

トンプソン氏は 「支配の神話」について述べた。

我々は科学技術を発達させ、自然から自由になっ

たと考えるようになった。しかし、これもまた 1

つの神話にすぎない。技術が自然に勝つことがで

きるかを問うよりも、自然を後戻りできないとこ

ろまで破壊しないことが重要である。

C.マ ーコット氏からは、持続性に向けた企業

の行動プランの策定、並びに最も洗練されたマス

メディアおよび市場システムの宣伝手段を用いた

キャンペーンの必要性について提言があった。

フレッチャー氏は地球サミット以降を振り返 り

つつ幾つかの問題点を指摘した。環境の問題と社

会的な問題は繋がっており、総合的に捉えること

が必要である。しかし、専門主義が総合化を難 し

くしている。女性の社会参加は環境問題にとって

重要であるが、未だ不十分である。

(報告 :荒田鉄二)

ア メ リカ 側 の 発 表

左よリスーザン・フレッチャー、チャールズ・マーコット、

ジェフ・トンプソン、カリー・ジャッドの4氏
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●年後

午後は、午前中に行われた日本及び米国側の発

表に引き続き、ハワイ側及びハワイ大学海洋 ・地

球科学研究所長による発表が行われ、それぞれの

発表に対する熱心な質問 ・討議が行われた。

ハワイ側の発表は、1893年にハワイが米国によっ

て植民地支配の対象とされた歴史に言及しながら、

西欧の支配、個人主義、排他主義に対時する、や

さしさ (QluQlu)、集団主義 (Lokahi)、開放性 ・

混在 (Aloha)を 原則とするハワイの伝統的な生

活 ・哲学の考え方の紹介があった。ここでは、環

境問題に対して、敵対的 ・支配型の西欧アプロー

チではなく、人類、動植物など、生きとし生ける

ものすべての創造の元である天と海を慈しみ、土地

への関わりを大事にするハワイ型のアプローチの重

要性が、物語の如く語られた。これに対 しては、

問題は、米国政府によって支配されたというよりも、

日本、中国などを含め、社会が大量生産、大量消

費を是とする資本主義文明によって支配されている

ことにあるのではないか、との強い指摘が出された。

ハ ワ イ 側 の 発 表

左より、ソフィー・アン・アオキ、ポカ・ラエヌイ、
エリック・エノスの3氏

午後の議論の中心の一つは、大量生産、大量消

費を転換させるため、環境負荷及び人間にとって

の必要性を基礎に生産すべきか否か、また、必要

生産量を定め、経済的な手段 (環境税など)を 通

してこれを実現 していくとの田中さん (川崎市)

のアイディア。大量生産、消費か らの転換の必要

という点では合意があり、アイディアを支持する意

見が多かったが、中には強い反対意見も出された。

賛成意見は、市場経済が機能するというのは神

話であり、これに替わる制度が必要であるという

意見がその代表である (但し、環境税は現実には

1996年2月号
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有効ではないとする意見も出していたが)。貧困

故に選択の自由が奪われており、社会的公正を実

現していないという観点から環境問題の解決を市

場経済に委ねることに批判する意見も種々出され

た。さらに、生産の必要性を考える際には 「心の

豊かさ」というもう一つの軸を追加すべき、また、

環境に悪い影響を及ぼす製品を消費者が選択する

際の優先順位を与える考え方で、消費者教育とい

う点で価値があるとの意見など建設的な意見 も出

された。他方、生産の必要性の是非を誰が判断す

るのか、市場で各自が自由に選択できる権利が剥

奪されるなど、実現の仕方に反対の意見やアイディ

アを実際に適用する方法についての質問も出され

た (この問題だけでも何日も時間が必要との印象)。

その他では、マサチューセッツ州では、グリー

ン・エネルギーによる電力に対 しては10%の 追加

料金を自主的に支払っている例が挙げられた。ま

た、商品を売買ではなく、賃貸 (リース)す る形

態に転換し、使用価値がなくなった時点で販売 ・

製造業者に返還するという方法は、環境に対する

製造業者の意識来を変換させていく動機づけにな

るとの面白い意見が出された (外部不経済 ・環境

責任の内部化)。

また、有害汚染物質など環境についての企業の

情報開示及び環境管理 ・監査の取り組みについて

の日本側の現状、経団連の環境に対する10項目の

提案についての質問 (日本での環境基準が途上国

でも遵守されるか否か)が 米国側から出された。

経団連の道守項目については、日標に過ぎず、現

実には遵守されていないとの指摘が日本側参加者

から行われた。

なお、日本側参加者の中寺さんが、戦後、日本

経済の発展とともに環境負荷の高い生活を送るよ

うになった日本人の生活ぶりを個人の経験 (豆腐

の買い方)を 踏まえながら発表し、環境倫理につ

いての抽象的な議論以上に、一人一人が、自分の

生きている各セクターで、自分のできることを実

践することが環境倫理の第一ステップと発表 し、

大きな賛同を得たことが印象に残った。

(報告 :中塚琢磨)
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4日 目 〔1月 24日 (水)〕

4日 目はワイアナエにある文化学習センターで

のアフプアア (ハヮイの伝統的な持続型社会)の

再生の学習から始まり、2日間にわたる今回のセ

ミナー全般の活発かつ密度の濃い討議の総括を半

日かけて行った。討論を重ね、セミナーの内容を

12項目に集約し、概ね参加者の合意を得た。ここ

ではその要旨を示す。

●宮沢賢治の創作活動や生き方を通 じ 「価値観の

転換」、「制度の変更」そして 「技術の革新」とい

う将来の持続可能な生活に対する方向性と「循環」、

「共存」そして 「自己抑制」というキーワー ドの

重要性を確認した。

●セミナー開催地のハワイの伝統的な持続型社会

に根づく生活の知恵と生活スタイルから、21世紀

の社会機構のあり方に示唆を受けた。

●限りある地球環境の中で、地球市民という認識

のもとで、より深い人間欲求としてどのように持

続可能な生活が可能であるかについての展望、哲

学、経験等を交換した。この交換を通 じて 「経済

と持続可能な生活を調和させる新 しい社会科学の

体系化」、「環境教育」、「伝統的な文化の中にある

知恵」、「仏教的戒律に基づく環境倫理」、「汚染と

生活の必要性に対する決定マトリクス」などの提

案や提言がなされた。

●このことから、詩、科学と技術、環境倫理 ・宗

教 ・教育、メディアそして市場経済と持続可能な

生活との関係などが重要であることを認め合った。

0さ らに環境倫理を形成する上で伝統的 ・文化的

価値観が重要であるとの認識を踏まえて、伝統的

な価値観に根ざした 「新しい十戒」、「持続可能な

生活に対する倫理観」、「アロハ ・アイナ (土地を

愛すること)」、そして 「生態系に対する仏教的戒

律」といった環境倫理観が考察され、これらを適

用していくことが重要であるとの合意を得た。

●そして持続可能な生活を維持していく上で、子

供に配慮し、女性や、意思決定に参加する機会の

ない人々も公平に参加できることが必要であるこ

とを確認した。

0し かし、現在の市場経済が多くの人々に便益を
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もたらす反面、持続可能な環境や、社会関係に問

題を引き起こす部分も持っているということを認

識し、現在の市場経済をどのように修正 ・改善 し

ていかなければならないかという幾多の困難な点

が残っていること、そしてそれらについて今後と

も継続して検討していかなければならないことを

確認した。

●また今後、広く世界をも含んだ家族を象徴し、

持続可能な生活と環境倫理に関するグループのシ

ンボルの創造を、参加者の一人であるエリック・

エノス氏に委託した。

●最後に今までに述べた合意内容について世界に

公表していくように努力することが合意された。

(報告 :岩井茂雄 宮 東英二)
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持続可能な仮想生活モデルの策定を/

麻生 利 勝

持続可能な生活と環境倫理に関する日米合同セミナーに

参加して、有意義な体験ができました。まず、加藤三郎代

表を始め、主催者並びにそのスタッフの皆さんに、衷心よ

りの感謝を申し上げます。参加者の皆さんとの出会いは、

最高でした。今後とも皆さんのご努力を期待申し上げます。

21世紀の環境と文明を考える会並びに共同主催者の発展

と充実を祈念し、以下、感想を述べます。
一、初めに、「持続可能な生活」に関する議論がなかっ

たことを残念に思いました。それは、自由主義経済社会の

中でどんな生活レベルを意味するのか、その内容や程度に

おいて標準となるのはどんな生活なのか、アフプアアな生

活を指すのか、それとも、持続可能な仮想生活モデルの模

索なのか、知りたく思いました。フリー・マーケットに関

する議論はこの点との関わりでしたし、また、仮想生活モ

デルがあれば、環境倫理観の議論はもっと具体性を帯び、

持続可能な生活の実践効果の検証も可能になります。

二、仮想生活モデルの持続可能性は、環境倫理との橋渡

しシステムの構築とその良否に係っています。短い時間で

は、無理だったかもしれませんが、少なくともこの視座か

らの議論があれば、参加者の日常生活に具体的なイメージ

が形成された可能性はあります。それが、 “Think glo―

bally,Act locally"の 第一歩ではないでしょうか。21

世紀の環境倫理と文明を考えれば考えるほど、結局は、現

在の私たちの生活に何らかの変化を求めなければなりませ

ん。その変化を先取りした仮想生活モデルの策定を是非進

めようではありませんか。

三、今回、その意味では、経済、社会政策、心理、教育、

法律等の専門家の意見が不足していました。言うまでもな

く、持続可能な生活と環境倫理は、現実の社会構造と深く

係わりを持ちますので、学際的研究が不可欠であります。

四、素晴らしいコーディネーターの加藤代表に加え、学

際的な研究者のオーガナイザーに国際会議等のプロデュー

サー、それにディレクターやマネージャーが揃えば最高で

しょう。現在の一人五役はお気の毒ですし、「もったいな

い」ことです。皆さんとの再会を楽しみに致しております。

(東京都)

日米合同セミナー参加者の声
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