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日本の指続性の智恵シンポジウムin奈員

7月最後の日曜日 (29日)、奈良公園の中にある奈良県文化会館で、上記シンポジウムを開催 した。

当日はまず関西グループ世話役の許斐さん率いる 「エコパー トナー21」の子どもたちによる環境 ミ

ュージカルが上演され、子どもたちの地球を守ろうという熱い思いに拍手が沸いた。引き続き、シ

ンポジウムの開会にあた り、加藤二郎共同代表より、本プロジェ

ク トとシンポジウムの趣旨説明、藤村コノエ共同代表より昨年ま

とめた 「日本の持続性の智恵」8項目の説明があつた。次いで、

内藤正明氏 (京都大学名誉教授)、西田正憲氏 (奈良県立大学教

授)、木原勝彬氏 (回Tカ ル ・ガバナンス研究所所長)に 、加籐共同

代表も加わ り、藤村共同代表のコーディネー トのもとパネルディ

スカッションが行われた。概要は以下のとおりである。

話 題 1.8つ の 提 案 に つ いて の 意 見 、 感 想

内藤 :京 都大学定年退職後、今2度 目の勤 めを仏

教大学でやっている。同時に滋賀県の研究機 関長

や6つのNPOの代表 もしている。すべて持続 日r能な

社会を作 るために どうした らよいか とい う側面か

らの ものである。8つの提案 については、大事な

こと8つ を Lか らうま く選んでいると″思 う。

西田 :私 の専門は景観論で、特に 日本人の風景観

が どう変わつてきたかを研究 している。今回のテ

ーマをもらつた とき、失われた伝統的智恵は風景

観の問題 と極 めて酷似 していると気づいた。我々

は現在の 自然風景を、明治以降近代に入 つてきた

西洋の近代的な風景観、西洋の 自然美の理論を基

に風景を愛でてお り、それまであつた伝統的な風

景の兄方があるときか ら急に忘れ去 られた。その

結果、大 自然の風景は国立公園 としてオー ソライ

ズ され、1960年代の高度経済成長期に レジャーブ

ーム、モータ リゼー ションの到来で、奥地の 自然
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も消費 され食い物になっていった。 しか し、最近

は里地、里山や水辺の風景な ど人間 と関わってき

た、持続す る風景への見百 しが起 きている。

8点については、強いて風景の観点か ら言 えば、

かつて 日本人は身近な風景、海辺の風景を大切に

していたことを見直 していければ とい う気がす る。

木原 :NPO歴28年で、最大の関心は地方 自治のあ

り方、市民の政府 をどう作 るかだ。奈良のまちづ

くり活動を通 じて学んだことは集住秩序だ。多 く

の人 々が肩を寄せ合って生活す る都市には ビジネ

スも楽 しみ もある。それ故に一つの秩序、集住の

約束事 ・慣習が宿 されていて、家の建て方 もお互

いの環境 を壊 さない形で建て られてい る。8つの

提案については、地方 ・地域の視点で どう具現化

できるか とい うことが重要だ と思 う。

この他、会場か らは、時代制約 を した上で こ う

い うことが主 として言えた とい う言い方を しない

と誤解 を招 く、過去はよかった とい う精神論にな

らないよ うに、 とい うご指摘 を頂いた。
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話 題 2.な ぜ 軽 ん ぜ られ 見 失 わ れ い っ た か

まず事務局か ら、試案 として、①第二次大戦後、

戦前の 日本的なものが全て否定 された、②経済価

値が全てに優先 され るよ うになった、③地域共同

体 ・会社共同体意識が崩壊 し、社会全体 としての

モ ラルや規範が維持できな くなった、0国 や政府

の弱体化で、国 としての ビジ ョンも価値観 も見え

な くなつてきた、⑤ 「科学Jイ デオ ロギー闘争の

中で、 日本の智恵の出番はなかった、を提示 した

後、全員で議論 した。

西日 :西洋文明は極 めて合理的。だか らグローバ

ル になつてい く。風景観 もそ うで、特に近代の景

観評価は科学が背景にあ り、科学的評価が審美的

評価 を誘導 しているのが近代の風景の構造だ。今、

里地里 山な ど20世紀に失った風景に 目が向いてい

るが、それ らを照 らし出 している言葉は科学で、

文化的景観 とい う新たな概念が生み出され、科学

的評価が審美的評価 を誘導 している。 これ と同様、

伝統的智恵を今蘇 らせ るには、現代の科学的合理

精神で納得できる新たな価値付けが老、要ではないか。

木原 :ず ば り明治近代化以降の地域の亀裂だ と思

う。地域には豊かで多様 な文化や智恵のある生活

スタイル、価値観があった。 ところが、急速な近

代化 と中央集権国家体制は、 こうした地方 をL71り

捨て結果的に 日本の智恵 を喪失 させ弱めて しまっ

た。地方の文化は 自然風土であ り第 1次産業がベ

ー ス。それを第3次に行 くのが望ま しい とい う発

想が、明治あるいは戦前 まで持 っていた価値を潰

したのではないか。

内藤 :シ ステムエ学派 として、こ うい う智恵は ど

んな時持つか といえば、閉鎖系社会の時s開 かれ

た社会の時は、 どこにでもフロンテ ィアがあ り飛

び出せばいいわけで 「足るを知る」必要はない。

しか し、江戸のよ うに どこに も行けないな らその

中で和を貴び足るを知 る しかなかった。 ところが、

西洋列強が植民地主義で押 し寄せ、それな ら日本

も、 とい うことになった。 あの時にいっ八んに崩

れた。 もう ‐つはグローバル化だ。 グローバ リズ

ムの波の中で、物理的には無理に して も経済の力

で世界に広がろ うとなった ら、こんな智恵は放置

され る。今改めて何故必要か とい うと、地球全体

が閉鎖系だか らだ。例 えば、不生不滅、不増4く減、

不浄不垢 と般若心経 に書いてあるが、お釈迦 さん

はす ごい物理学者だつたのではないか と思 う。般

若心経は自然の摂理の根本を言っているのではな

いか とフ思う。

加藤 :科学の言葉でない となかなか受け入れて も

らえないとい うのは全 くその通 りだろ う。 「足るを

知るJ「共生」 とい うのを科学の言葉で説明できる

のか とい うと、なかなか難 しいか も知れないが、

そ こは工夫が必要なのか と思 う。
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この他会場 か らは、8つ の内容 は内向きで外へ

の活力が見出せ ない、 ド イ ツの よ うな思い切 つた

政策 が必 要、 自由 と権利 をはき違 えたため守 るべ

き ものが失 われ ていつたのではないか、な どの意

見が出 され た。

話 題 3.活 か して い くに は

内藤 :滋賀県では 「もつたいない社会Jと い うの

はどうい うものか、具体的に描いている。 「もつた

いない社会Jが 後 ろ向きの社会ではな く、知事は

「懐か しき未来」 とい う言葉 を使 つている。昔の

智意 を活か しなが ら新 しい未来 を切 り拓 くには ど

うした らいいのか、それには智恵が要る。それ を

絶対滋賀県発で出 していこ う、 とい うのが今の私

たちの思いだ。そのためには、誰にも分かるよ う

に描 くことが大切。大小分離の智恵 を分かるよ う

に見せていきたい。

会場 :家庭での環境教育が必要だ。苦は、もつた

いない とか、家の中でいろいろなものを整理 した

り、広告の裏は使 うとか、そ ういつた ものを家庭

の中で 自然 と見聞き した。おばあちゃんも僕たち

に話 して くれた。そ うい うことが今 も う家庭の中

で されな くなったのではないか。滋賀県では、以

前か ら琵琶湖 を中心に環境 を大事に しな くてはい

けない とい う教育があった。やは り教育だ と思 う。

会場 :銀行員 として20年勤めていて、職場が 「理 ・

利Jの 世界になって 「情Jの 世界がな くなってき

ている。その理 由は、アメ リカの狩猟民族の考 え

方が入つてきて、農耕民族の考 え方が薄れてきた

か らではないか。狩猟民族の考 え方は1年で結果

を出す とい う考え方、農耕民族は蓄積 して長年の
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循環社会 を考えるとい うことで全然 ちが う。農耕

民族の長年蓄積 して良い社会 を築 くとい うことを

考えていかない と、 日本 もぎくしゃくしてい くの

ではないか。それか ら広 めるにはキー ワー ドが必

要。簡単なキー ワー ドを決 めて何回も何回も発信

していけば 日本中世界中に広まってい くかな と思

う。

西田 :20世紀の科学では抜 け落ちていた ところを

救 う新たな概念が必要。例 えば、文化的景観 とい

う概念が出て くると、今までわけのわか らない神

秘的な場所や土地の霊な どまでも一つの文化だ と

い うことで光を当てていける。新たな光を当てる

ために新たな概念を打ち立てる必要がある。

内藤 :滋賀で世界に冠たるエ コ村 を作つて見せ よ

うとしたが、殆ん ど碩挫 した。何故か とい うと、

全部現行法律 にひつかかる。夢の無い話だが、 ヒ

ン トはそ うい うところにある。

最後に加擦共同代表か ら、本 日の意見を加 えつ

つ 「日本の持続性の智恵Jを 充実 させてい く旨、

また藤村共同代表か らは、精神 の 自由を楽 しむ こ

とと、夏休みに子 どもたちと人力のみのエネルギ

ーを使 つた遊びを一
緒にや つて欲 しい旨の発言が

あ り、閉会 した。




