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第 4回 全国交流大会の報告
～伝統社会の知恵を21世紀にどう生かすか～

11月13日 (土)午 後、奈良県新公会堂にて、第4回全国交流大会を

開催した。当日は、多数の非会員を含む約70名の参加者が、長時間

にわたって熱い議論を繰り広げた。

プログラム                        21代 表)、 進 行 :藤村コノヱ (エコ企画代表)

第 1部 全 体会                   第 2部  分 科会

○代表挨拶 (環境文明21代表 加 藤二郎)       第 1分科会 地 域と教育、今 ・昔

○地元挨拶 (環境文明21関西グループ         第 2分科会 ひ と・みち・のりもの、今 ・昔

許斐喜久子)              第 3分科会 す まいとくらし、今 ・昔

○基調 トーク                    第 3部  全 体会

パネラー :鎌田道隆 (奈良大学教授)、内藤    ○ 各分科会の発表、意見交換

正明 (京都大学教授)、加藤二郎 (環境文明     ○ 閉会挨拶 (環境文明21代表 加 藤二郎)

第 1部 全 体会

代表挨拶 (加藤三郎)

今日のテーマは 「伝統社会の知恵を21世紀にど

う生かすか」ですが、このテーマを選んだ理由は

二つあります。一つは、社会を変えるために伝統

社会の中から知恵を取 り出したいということ、二

つはこの大会を奈良で開 くということです。奈良

は私達日本人のおゝるさとであり、誇 るべき文化が

息づいています。この町は、大量生産 ・大量消費

型の生き方を変えるきっかけを提供 して くれるの

ではないかと思います。今日は皆様か らぜひいろ

んな知恵を出していただきたいと思います。

地元挨拶 (許斐喜久子)

奈良は今から1300年の昔に都がありました。奈

良では、区画整理などをやると土器や遺跡がたく

さん出てきます。それらを見ると、私達 は将来世

代に何を残せるのか考えてしまいます。今の暮 ら

しを変えなければ、私達は毒やいらないものをた

くさん残すことになります。今か ら1300年後の子

供たちが昔の人はいいものを残 して くれたという

ような、そういう日本にしていきたいと思います。

今日はそういう知恵を少 しでも皆さんに出してい
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ただけるような会にしたいと思います。

基調 トーク

藤村 :早速ですが、伝統社会とはそもそもどのあ

たりのことを言うのか、伝統社会の知恵とは具体

的にはどんなものか、自己紹介も含めてお話をし

ていただきたいと思います。

鎌田 :私は屋久島で生まれて育ちました。屋久島

は今でこそ世界自然遺産に登録されて少 し知 られ

るようになってきましたが、私の子供の頃はまだ

電気がなくてランプで生活しており、もちろん電

車やバスはありませんでした。現在は奈良大学に

おりますが、奈良は日本で最も早 く文明が栄えた

ところです。一番遅れたところから一番早 く栄え

たところにきてしまったんですが、奈良は世界文

化遺産として認定され、素晴らしいことだと思っ

ています。

私は大学で歴史を専攻しており、江戸時代を学

生と一緒に勉強しています。日本の歴史をさかの

ぼっていって私達が肌でわかる社会というのはい

つ頃かというと、13世紀から14世紀 ぐらい、室町

時代から戦国時代ぐらいです。そこから先の例え

ば平安時代や奈良時代に入っていくのは、かなり
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の訓練が必要になります。私は15年ほど前から、

大学における歴史の学習方法に実験的な側面を取

り入れた方がいいんじゃないかと思い、実験歴史

学というのを提唱しています。その中で、江戸時

代の旅の復元ということで、当時の庶民の一番ポ

ピュラーな旅だったお伊勢参りを復元しています。

また、江戸時代の庶民のおもちゃ、特にからく

り玩具を中心に復元しています。お伊勢参りの復

元では、なるべく江戸時代と同 じような条件で旅

をしたいということで、わらじを編むことから始

めました。それから正確に昔の旧街道を復元する

作業を行い、服装もなるべく昔の人達と同じにし

て、実際に旅してみました。歩 くペースも昔の人

達と同じにすると、奈良から伊勢まで4泊 5日 で

すが、旧街道を丹念に歩き、途中では様々な調査

を行いながら歩くんです。歩いてわかったことは、

旅で一番困るのはトイレなんですね。多分江戸時

代の人も困っただろうと思うんですけど。畑や山

に適当にするわけにはいかないので、沿道の農家

などでお手洗いをお借りします。

食事の時も、雨の日など門の下を使わせていた

だきます。歩いていると、自分一人で旅ができる

んではないことを実感します。沿道の人達の応援

や手助けがあって旅ができるんですね。沿道の人々

は、私達にお茶やお菓子を出してくれたり、食事

の時に部屋に入れてくれて、みそ汁を出してくれ

たりもします。学生にしてみると街道を歩いて人

間の優しさにおゝれて、5日間歩 くと学生が急に成

長するなと感じます。沿道の人達が成長させてく

れるんです。

昔の街道は今の高速道路と違って丹念に村里を

訪ねて回っていきます。高い峠でも人間の体力に

あわせたような旧道がちゃんとつけてあり、素晴

らしい道作りがされています。今の旅では目的地

のことは調べても、途中は調べませんが、昔は行

く間こそが旅そのもので、文化や人情との出会い

やたくさんの感動がありました。もう一つ、から

くり玩具を復元していますが、江戸時代のおもちゃ
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右から、鎌田道隆先生、内藤正明先生、加藤二郎

代表

は自然素材の木、竹、上、紙、紐などでできてお

り、素材の重さや特性を最大限に利用しています。

江戸時代のおもちゃや旅には、人間的な知恵と技

術、優しさや思いやりがつまっています。それは

現代社会でも十分感動できるものをもっていると

思います。

内藤 :私は伝統社会の知恵はあまりないんですが、

年の功はそれなりにあります。この間そのことを

大変実感する出来事がありました。大学の演習の

一環で大学院生を丹後の山の中へ連れていきまし

た。そこは手作リエコトピアと称 している地球デ

ザインスクールというんですが、そこで 1泊 2日

しました。そこでは、薪を作ったり、笹の葉で屋

根をお、いたり、壁をぬったり、いろんなことをさ

せていただいたんですが、学生は驚くはど何もで

きないんですね。食事を作るのに火をおこさない

といけないんですが、まず木が切れない。鋸で力

任せにやるんだけどちっとも切れない。私がやる

とわりとすんなり切れましたけど。 しかし、それ

を割るとなるとまさかりなんて持ったことがない

から全然割れないんです。また私がやると一発で

割れて、学生から拍手されました。

そんな演習だったんですが、一体演習が学生に

何を残したのかを考えると、こんなことは今の世

の中で何の関係もないじゃないかというレポート

を書く学生も半分ぐらいはいると思ったんですよ。

でも皆が大変良く考えてくれた感 じがするんです

ね。つまり人間が自然の中で生きていくのはこん

!毎城社会の約意志,1世理にどう生かすかど

環境と文明 Vol.7 No.12



なに大変なんだということ、じゃあ何で今我々は

そんな苦労をせずにこんなに豊かに生きていける

のか。これは、まあ一つのとっかかりですよね。

丹後で生活してみたら、人間の力で自然なんか

とても破壊できるもんじゃないということも実感

します。自然に押しつぶされることはあっても人

間の手足の力ではとても自然を破壊することはで

きません。それも学生たちはよくわかったと思う

んですね。話はここから多少まじめになりますが、

つまり伝統の知恵というのは個別の技術はもちろ

んありますね。昔で言えばからくりとか技とかい

うやつですか。私はシステムエ学をやっているん

ですが、そういうものを組み合わせた大きなシス

テムも知恵の中に入るし、もっといえばそれを支

えている心掛けも入ります。私はよくハー ド、ソ

フト、ハートというんですが、この3つ がセット

になっていないと技術も決して生きてきません。

次に伝統社会とはいつ頃かということですが、

一つは確かに江戸だと思うんです。今我々が求め

られているのは、エネルギーや資源の消費を半分

ぐらいにしませんかということで、これはこの間

の温暖化防止会議でもかなりはっきりしています。

それはいつ頃かというと、昭和40年ぐらいだと思

うんですね。しかもその頃にあらゆることが変わっ

てしまった。その原因は為替の問題で、すべて輸

入した方が安い時代にそこで大きく変わったんで

すね。それ以前はみんな循環をしながらやってい

たのが、そこで輸入品の方が安 くなって国内の仕

組みは崩壊してしまった。

もう一つどうしても申し上げないといけないの

は、じゃあ何故伝統に立ち返る必要があるのかと

いうことなんですが、今までとにかく間違ってき

た部分がいっぱいある。たくさんあるけれども一

つだけあげろと言われれば、要するに自然は無限

だという前提ですね。そういう世界観であればと

もかく技術で、どこまで大きくしても資源は供給

されるわけですよね。大量にやった方が勝てると

いう、自由競争が裏にありますが。 しかし今よう
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やく我々は地球が有限だということに気がつきま

した。そこが最大の転換期です。伝統社会は、多

分地域の閉鎖系だったと思うんですね。江戸は日

本では閉鎖系の最も理想的な形で、閉鎖社会のモ

デル実験を300年近くやったんだと思うんですね。

そこで起こったことは、地球スケールで閉鎖系と

して考えなければいけないという時に非常に役に

立つはずです。つまりこれ以上外から物 ももって

これないし、外ヘツケも回せないよという前提で

何をするか、どういう技術を使うか。資源が足り

ないからなるべく循環しようとかいうことももち

ろんあります。それから太陽の意 しか利用できな

いということとか、それよりもっと大きいのは社

会的にはその中でなお格差を作 らずに公平にどう

やっていくかということです。効率だけでなく、

みんなが トータルで豊かになるとはどういうこと

かというのをもう一度問い直さざるを得ないんじゃ

ないか。

加藤 :私達は長年伝統社会の知恵を引き出す努力

をしています。そして単に知恵を探すだけでなく、

それを21世紀の文脈の中にどうやって入れていく

か。21世紀の文脈とは何かというとまず一つは市

場経済だと思うんです。現在のようにグローバル

経済、しかも金融資本が暴れ回る世界が21世紀 も

続くかどうかというのは疑間ですが、要するに市

場経済が一つの大きな柱になることは多分間違い

ない。それからもう一つは科学技術です。そうい

う文脈の中で、一体それ以前の知恵をどう生かせ

るか。私も鎌田先生と内藤先生と同じくやはり江

戸に注目するわけですが、江戸の知恵をどういう

風に使えるかということなんですね。なぜ江戸か

というのは、私からあえてもうす度言えば、ユニー

クな点がいくつかあるわけですね。一つは鎖国を

していたということ。文字通り閉鎖系を人為的に

作り、3000万余の人達を2世紀余にわたって閉じ

こめたという例は、近年の人類社会にはありませ

ん。内藤先生がおっしゃったように有限な地球と

いうのを考察するときのかなり有力なモデルにな
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るのではないかということで、私は江戸が好きだ

し、折にお、れ江戸を勉強しているわけです。

江戸時代から何を学んだかというと、私自身は

3つの言葉に集約しております。私がいつも申し

上げている3× 3マ トリックスの3つ のキーヮー

ド、循環、共存、抑制です。一つ日の循環は、要

するに有限な環境の中で無限の増殖ということは

あり得ない。したがって結局循環 しかないという

ことです。二つ目の共存は、まず人と生き物との

共存、それから人と人との共存です。江戸時代に

は失われた種は一種もなかったという記事を見た

ことがあります。それから3つ 目は抑制。この言

葉は私の仲間の間ではあまり評判がよくないんで

すが、私は、江戸時代の環境が守れたのもいろん

な掟があったからだと思うんですね。部落の提や

慣習、宗教的な禁忌や戒律などによってやっぱり

抑制したんですね。それがまた21世紀に使える知

恵じゃないかなと思っております。循環、共存、

抑制というキーワード、これを先ほど言った市場

経済と科学技術が益々発達する中でどう使ってい

くかはまたあとでおゝれたいと思います。

藤村 :どうもありがとうございました。 3名 のお

話を聞くと江戸時代とかちょっと古いところにいっ

たような気がするんですが、私はそんなに戻 らな

くてもいいんじゃないかと思います。日本全体で

はなかなか難しいかもしれませんが、個人の心の

中や暮らしの中や地域の中には、人の知恵という

のはあったし今でもあるんじゃないかなという気

がします。今、3名の先生からいろんな知恵があ

るんじゃないかというお話があったんですが、果

たしてそういう知恵が今の社会の中にもうほとん

どないのか、もしくは若子は残っているのか、残っ

ているとするとどういう役割を果たしているのか

というあたりはどうですか。

鎌田 :最近大学でも情報教育というのがすごく盛

んで、情報といえば何でも優先されるというよう

なところがありまして、特にコンピューターは学

生の方が進んでいます。しかし、若い人たちはコ
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ンピューターには強いけれど、先ほど言ったよう

なおじいちゃんやおばあちゃんの知恵袋みたいな

伝統的な知恵というのに強くない。というより、

まったく知らない。これは一つの例ですが、学生

に鶏の絵を描かせると40人ぐらいいたら大体 2～

3人 は4本足の鶏を描きます。 2本 足ならいいか

というと、2本が前と後ろに付いていたりします。

もちろん苗代なんて言葉は知らないし、 くわと

すきの違いは全然わかりません。竹はパンと割れ

るということを知らずに、鋸で縦にひいている学

生もいます。鋸の使い方や縄のない方なんかも知

りません。昔の人はそれぞれの素材にあわせてた

くさんの道具を考案し、それによって素晴らしい

作品を生み出しました。今の人は自然の素材につ

いての理解がないし、道具、技術、知恵について

はほとんど知りません。私は昔の伝統的な知恵や

技の中には、人間的な工夫や思いやりや優 しさみ

たいなものが随分たくさん込められていると思い

ます。私は学生にはどんどんコンピューターも使っ

ていって欲しいけれども、コンピューターを扱う

人はそういう人間的な優しさや思いやりをもって

機械の前に座って欲しい。年輩者は若者に積極的

に語りかけるべきです。それを取捨選択 していく

のは若い人たちの判断であり責任である。だけど

知らせない、教えないというのは我々の社会の怠

慢ではないかという気がします。

藤村 :確かにおっしゃることはその通りだと思う

んですが、複雑化する社会の中でそういうものが

本当に生かせるのかが一番問題だと思います。伝

統社会を語る会はいろいろありますが、多くがそ

こで止まってしまっている。やはりそれをこれか

ら21世糸已にどう生かすかを見つけださないといけ

ません。

内藤 :何が必要なんだという話に必ずなりますよ

ね。これからどんどん技術は進むだろうし、経済

はグローバル化する中で。私は今のような社会は

そんなに長くないんじゃないかと言わざるを得な

い。専門家の予測は大体20～30年ですよね。もう
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一度整理すると、地球は無限だという世界観の中

で我々はこういう社会を作ってきた。無限だから

ともかく人間は豊かに成長するんだということで

す。それはその限りにおいては間違いじゃなくて、

それを一番効率的にやるのは市場原理ですよね。

市場原理の中で技術を使おうと思ったらやっぱり

大規模大量化ということをやらざるを得ない。そ

うでなかったら市場で負けますから。

しかし今は、有限な地球の中で成長でなく持続

することを考えなければならない。そうすると市

場原理だけではダメで、多分大きく変えないとい

けない。その結果として技術や仕組み、ライフス

タイルも結果としてどうしても変わらぎるを得な

い。そうすると非常に伝統的なところへもう一度

戻らざるを得ないんじゃないか。私は、将来シナ

リオとして、技術シナリオ、成り行きシナリオ、

社会変革シナリオという3つがありうると考えて

いますが、技術中心シナリオは多分破綻するだろ

う、やはり伝統的な社会に変わらないといけない

というのが前提であります。工学屋であるにもか

かわらず技術に否定的なのは、技術で一見うまく

いけるように見えることには裏があって、それは

避けがたいんだということなんです。それでは、

これから大量生産をやめたら何をやるんだ、それ

で豊かに生きていけるかというのはなかなか難 し

いところでありますが、一つの流れは大量生産で

なく適量生産、工業製品でなくて工芸作品に段々

近づいていくという、もっと行けば芸術作品になっ

て、一つの芸術作品で何年も満足すれば使い捨て

の技術でなくても豊かになれるではないか。もっ

と行けば何も使わなくても豊かになれるではない

か。本当に豊かなのはお祭りや宗教や自然との共

存ではないかというのがちょっとシニカルな提案

であります。

私は、どういう風にやればこれからの技術や都

市が本当に地球時代に生き残れる仕組みなのかと

いうことを研究テーマにしていますが (表)、工

業的生産から工芸的生産へとか、物の所有からサー
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ビスの利用、レンタルヘとか、こういうキーワー

ドがどうしても出てこぎるを得ない。ジョン・ラ

イルさんという方が、「完全な持続可能なシステ

ムの唯一のモデルは自然界のエコシステムであり、

それは近代工業都市とはまったく異なるエネルギー

と物質のパターンを持つものだ」と言っています

が、これは非常に面白いし、本当ではないかと思

います。要するにもう一度伝統社会の根幹をなす

自然の原理や生態系の本質は何か、それともう一

つはそれをさらに支えている世界の法則は何か、

熱力学の原則へ戻ったときにどんな技術、技がい

るのかということを本気で学生たちと研究 したい

と思っています。

鎌田 :私は人文系でそういう発想はあまり持 って

ないんですけど。昔の人は、神社の森の木を切っ

たらばちが当たるとか、神聖な泉だから汚 したら

いけないとか言って自然を守ってきました。それ

は非合理的な説明のようですが、よく調べてみる

と、そこは一旦木を切ってしまうと再生が難 しい

場所だったりするんです。昔の人達の非合理的な

説明の裏には、真実をついているものがあります。

年中行事にも、そんなのおかしいといういわれ

がいっぱいあるんですね。しかし実はそれが地域

作り、村作りの知恵として組み込まれているもの

であって、表現の仕方は非合理かもしれないけど、

意図しているものには社会を作っていく上での素

晴らしい知恵があったと思う。それを丸ごと否定

技術と都市変革のキーワー ド

技術と都市 20世 紀 21 世  紀

技 術

規格/大 量生産
・時間効率
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・世界共通
・工業的生産

消費社会
・供給側主導
・使い捨て
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・非再生的
・非分解的

適量/多 様生産
,資源効率
・再生性資源
・地域固有
・工芸的生産

市民社会
・利用側主導
・高品質長寿命
・サービスの利用/レンタル

循環 ・再生
・再生的
・自然還元的

都 市

大規模工業化
大都市化
広域連携

農エバランス

都市と農村の融合
地域自立
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していくと、私達は大切なもの、人間的なものを

失っていくことになります。近代社会の中では合

理的でないとか科学的でないといって葬り去 られ

てしまった人間的な部分が非常にたくさんある。

そういうものをもう一度点検し直す必要があるん

じゃないか。失っていったもので、大切なものは

積極的に復元していかなければなりません。何が

大切で、何が大切でなかったかというのをきちっ

と見分けながら21世紀の社会ではそれを我々の世

界の中に組み込んでいく努力をする必要がある。

内藤 :我々の世界では、今はコンクリー ト護岸を

やりかえてもう一度自然に戻そうという動きがあ

ります。そんなことも含めて、私は一度江戸時代

にあった技術に全部戻って、今のを一度棚に納め

て、一つずつ引っ張り出して使えるか使えないか

を振り分けるシミュレーションをやってみたら面

白いなと思うんですよね。

藤村 :最近お祭りなどで地域おこしをするのが結

構盛んですけど、形だけ受け継ぐのでなく、元は

なんだったのかみたいなのを探っていくと、知恵

や地域を結びつける力が出てくるのかもしれませ

んよね。

加藤 :先ほど、循環、共存、抑制というのを言い

ました。21世紀は人口も増え、先進国も途上国も

豊かさを求めて突き進むわけですから、環境負荷

はどんどん増えていきます。なかなか大変だと思

うわけですが、江戸時代の知恵を21世紀に生かす

一つの試みというのは、会報の 9月 号でもお、れま

したけど、稲盛和夫さんが言っている足るを知る

経済だと思います。足るを知る経済というと、い

かにも消極的な話のように聞こえますが、稲盛さ

んのお話はかなり重要な問題を含んでいるんじゃ

ないか。途上国がこれから成長することを考える

と、先進国はほどほどに行かないと地球全体がお

かしくなってしまう。ほどほどにする哲学や社会

の仕組みを作っていくべきじゃないか。ほどほど

だから技術は進歩しなくていいということではあ

りません。環境負荷の少ない技術が環境負荷の高
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かった技術に置き換わり、そこに新 しいビジネス

が生まれ、古い技術に従事していた人が新 しい産

業に移っていくということを考えているわけです。

稲盛さんはその時に倒木更新という言葉を教えて

くれました。鎌田先生のお、るさとの屋久島の話で

すが、古い杉が倒れるとそこにまた新 しい若芽が

はえてきます。やはりそういうことを考えなくちゃ

いけない。その思想を21世紀にどう伝えていくか

というのはなかなか難しいですが、環境教育や我々

がやっているNGO活 動を大きくしていくことの

ほかに、制度をうまく組み合わせて、伝統社会の

知恵を継承していく努力をやることです。

藤村 :ど うもありがとうございます。それでは、

ここで会場の皆さんからご意見をいただきたいと

思います。

桜井 :京都府の桜井と申します。京都の北の丹後

半島で、地球デザインスクールという、手作りで

エコトピアを試してみようというソフトとハー ド

が合わさったような活動を始めました。そこでは

地域社会の人達としっかり交流 して昔の知恵を生

かさなければならないということで、いろんなこ

とに取り組んでいます。我々は風車なども作って

いますが、手作りなので小さなものしか作れず、

わずかしか発電しません。非常に効率が悪 くて、

使うべきか使わざるべきか悩んでいます。

藤村 :ありがとうございました。それでは、最後

に桜井さんの質問への回答も含め、先生方一言ず

つ皆さんへのメッセージをお願いします。

鎌田 :伝統社会の知恵みたいなものは特にある一

定の年代から上の人達の人間の中にずっと蓄積さ

れているということで、日本はすごい財産をもっ

ているんだなと思います。その財産を使わないで

いたら枯渇するのは目にみえているわけで、学校

教育や地域社会のなかでお年寄りたちの知識や知

恵をもっとたくさん取り入れていくべきだと思い

ます。お年寄りと若い人との交流の場を積極的に

作りだしていく。これは21世紀の課題になるんじゃ

ないかなと思います。
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内藤 :先ほど桜井さんから効率が悪 くてなかなか

定着しないという話がありましたが、そこに決定

的な問題提起があって、それは今の社会が経済効

率で動いている限り伝統技術も循環 もすべてだめ

だと思います。成り立たないような仕組みの中で

まったく違う大規模技術を作ってきたわけですか

ら。今の経済の仕組みがいずれ変わるという前提

の中で初めて伝統技術や循環ということが生きて

くるわけで、今はその分かれ目にいるんだろうと

いうことをぜひ申し上げたい。もう一つは 「倒木

更新」ですね。結局今日本は古い大きな木がもう

枯れようとして枯れずにいつまでも光を遮ってい

るんですね。だから下から若木が育たない。光を

遮っているということはほとんどの税金がそこに

吸い取られてしまって、新しい若木の方に光がい

かない。それがどこで早く倒れてくれるか。揺さ

ぶって倒すのがもう一つ大事なことですね。

加藤 :私は先ほど21世紀も市場経済は続くだろう、

科学技術も伸びるだろうといいました。 しかし、

21世紀にちゃんと人間が生き延びていくためには

今のままの姿 じゃダメだ。経済学が変わらなくちゃ

いけないし、技術も環境負荷の少ない技術になら

なければならない。そこに追い込んでいくために

は、環境倫理や環境教育、税制や規制などの社会

のインフラ、そういうソフトインフラが必要だ。

過去を、江戸時代も含めてネガティブにばっかり

みないでポジティブにみる。そして伝統社会の知

恵を忘れないで伝えていくということが非常に大

事じゃないかと思います。

藤村 :どうもありがとうございました。

第3部  全 体会

●各分科会の発表

○第 1分科会 (地域と教育、今 ・昔)

第 1分科会では、魅力ある地域とはどんな地域

かという話が出ました。大人が楽しい地域が魅力

ある地域で、それが子供にも広がっていくんじゃ

ないかということで、大人にとって魅力ある地域

1999年12月号
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作りが必要だろうという話が出ました。それに関

しては、参加者からあまり環境から入っていかな

くていいんじゃないかという話も出ました。地域

でとにかく楽しいことをいろんな年代の人を巻き

込みながらやってつながりを作ることが大切であ

り、そうしたつながりができれば、イヤなゴミ間

題などでも一緒にやれるんじゃないかというよう

な話が出ました。楽しい魅力ある地域作 りは、大

人がまずやろうよというような話でした。

①第 2分科会 (ひと。みち・のりもの、今 ・昔)

第 2分科会では、まず最初に車社会の基礎的な

データを皆さんで共有し、その後奈良で行われて

いるパークアンドライドの報告などが行われまし

た。その次にあがったのが渋滞の問題で、渋滞っ

て何なんだろうという話からいろんなことが出て、

そもそもなぜ車を利用するのか、各家庭で車を所

有するのでなく本当は共有した方がいいんじゃな

いか、ハイブリッドカーというのはどうなんだろ

う、車の社会的コストが安すぎるん じゃないかな

どの意見が出ました。先ほど循環、共存、抑制と

いう話がありましたが、それになぞらえていうと、

抑制では、車の総量規制というものをどう制度的

に作っていくのか、社会的コスト、税制などにつ

いてどう考えていくのかということが一つ、共存

では観光と産業の共存、車と歩行者、自転車 との

共存、それから人中心の道作りへの言及もありま

した。最後の循環では、日本型の交通体系を模索

したいという中で知恵を循環させていくことが必

要なんじゃないかという話だったと思います。

O第 3分科会 (すまいとくらし、今 ・昔)

第 3分科会では、参加者の一人に話題提供をい

ただき、それをきっかけにして話を進めました。

話題提供の中では、今は景気が悪いせいかC02の

排出量は全体的にはわずかに減っているんですが、

私達の生活から出る部分というのは相変わらず増

え続けているというお話がありました。ハー ド、

建物そのものについては、果たして日本の伝統技

術は近年の住宅整備の中に生かされてきたのかと
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いう話が出たり、生活の方ではゴミの話などが出

ました。それからこれは早稲田大学の先生が言っ

ているんですが、世の中は非常に人工的な社会と、

自然の生態系にあったような社会とに二極分化 し

ていくんじゃないかという話があって、その二極

分化というのは第 3分科会の一つのキーヮー ドに

なりました。結局、伝統の知恵を生かそうと言っ

ても大都市ではどうも難しく、期待が持てるのは

田舎や郊外なんですが、最近東京のスタイルが田

舎にも浸透していっているのは問題 じゃないかと

いう話が出ました。暮らしについていえば、環境

にいい暮らしと言っても、個人ではなかなか難 し

く、コミュニティのつながりが大切なんじゃない

かというような話がありました。

●意見交換

○第 2分科会に参加された女性の方からやはり利

便性や経済効率を優先する価値観が変わらないと、

いろんな努力や工夫をしても結果は変わらないん

じゃないかという意見が出た。価値観については、

現実に車はどうするのか、原子力はどうするのか

など、そういうところで議論しないといけないだ

ろう。

①所有でなく利用という形態があり得るんじゃな

いか。車だけでなく、家や家電製品も利用という

ものを積極的に見出していくべきじゃないか。

○伝統産業では技術ではなくて技能の部分がもの

すごくあったんじゃないか。今は技能が問われて

いるような気がする。技能の運び屋は職人だった

ような気がするが、そういう人の存在が最近どう

も希薄である。

○東京のスタイルが田舎に浸透 しているというの

はマスメディアの影響が大きいんじゃないか。

○今日のオープニングにバイオリン演奏があった。

バイオリンは使い捨て商品ではなく、100年も200

年も使って、職人がメンテをきちんとやって磨き

上げ、一流の演奏家がひくとむしろ値がはるとい

う、そういう商品の最たるものである。バイオリ
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ンでは、職人や維持管理が商売として成 り立って

いるわけで、他の分野でも本来あってしかるべき

である。既存の財の価値を高めていくようなとこ

ろで勝負できるような企業、産業が育つのが究極

の姿だろう。

○知恵は過去に学ぶのはいいが、一方で携帯電話

やコンピューターのシステムをもっと徹底的に社

会のシステムの中に、循環型社会を促進するよう

な形で入れられないか。徹底すれば個人がありと

あらゆるものを自ら持つとか自ら行 くとかしなく

てすむはずだ。過去に学ぶ一方で、現代の新 しい

技術をうまく組み合わせていかないといけない。

○今日のテーマの設定の仕方がよくわかったよう

で実はわからないことがある。伝統社会の技能を

21世紀にどう残すか、あるいは、21世紀に生かす

べき伝統社会の知恵とは何かというようなテーマ

設定だったら非常にわかりやすかった。知恵とは

何かというのをきっちりおさえないといけないん

じゃないか。

○知恵というのは慈しみの心だと思う。慈 しみの

心を次世代に伝えていきたい。

●閉会挨拶 (加藤二郎)

今回の交流大会は4回 になりますが、回を重ね

る毎に少しずつ充実してきたとは思ってますが、

多分ご参加の方の中には、議論が生煮えかなとい

うご感想をお持ちの方もいらっしゃると思います。

確かに生煮えの部分もあったかもしれませんが、

おそらく今日この大会の中から二つでも二つでも

つかんで帰っていただけるんじゃないかなと思い

ます。私達は引き続きこの問題をしつこく追求 し

ていきますので、今後ともご支援ご協力をお願い

します。
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