
指続可能な社会形成に役立つ日本の伝撤的畑恵

事 務 局

1 0月21日、さわやかな秋晴れの年後、中央大学駿河台記念館 (千代田区神田駿河台)に おいて、

当会の全国交流大会が開催された。今回のシンポジウムは 「日本の持続性の知恵を、持続可能な社

会形成にどう活かせるか」というテーマで行われた。これは三井物産環境基金の助成を受けて、環

境文明21が3年にわた り分析研究を続けているテーマでもある。

会場では、環境文明21が考える日本の持続性の知恵を説明。その知恵がなぜ社会において軽ん じ

られるようになつたのかについて、ディスカッションを行い、さらに6つのグループに分かれて、

伝統的知恵を現代の生活に活か していくにはどうすればいいのかを討議 した。会場からは活発にさ

まざまな意見が出されて、熱気あお、れるシンポジウムとなった。

環境文明21が考える 「日本の持続性の知恵」

日本 の 伝 統 的 知 恵 を世 界 に 活 か そ う

加藤二郎 (環境文明21共同代表)

環境 文明21が誕生 し、今年で15年目を迎える。

この間、 日本 を持続 可能な社会にす るには どうす

ればいいのか と考えなが ら活動 してきた。

今回、廃れつつある 日本の伝統的な知恵 を、21

世紀の持続 可能な社会へ転用 し、それ を世界に広

めよ うと思 うに至った三つのきつかけがあつた。

まず一つ 日は、 日本の環境技術 については、外

国の専門家はよく知つているにもかかわ らず、 日

本の環境思想については、まった く質問 された こ

ともない し、興味をもたれなかった。

日本の環境技術が生まれた背景にある環境思想

について、世界が無関心だ とい うことは非常に残

念だ とい う思いがあつた。

二つ 目は、 日本の環境研究者です ら、もつぱ ら
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欧米の学者や思想家を引用 しなが ら論文を言いて

いて、 日本 についての関心を示 さない とい う傾 向

があるとい うことs

日本には、 日本の持続性 に紫がる独 自の思想が

あ り、江戸時代のよ うに持続可能な社会 を維持 し

①モノヘの執着より精神の豊かさや心の平安を重視していた

②自然と同化し、自然との共生の精神を基盤にしていた

③足るを知る、自足の心を持つていた

④輪廻、循環思想が根付いていた

⑤調和を大切にし、家や地域などの集団の存続を重視していた

⑥精神の自由を尊おミ気風があつた

②先祖崇拝や先人を大切にすることで命や暮らしをつないでいた

⑥教育の価値を認め、次世代を愛し育てることに熱心だつた
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た文化や風土に根 ざし伝 えられてきたにもかかわ

らず、独 自のすば らしい思想が埋 もれ、忘れ去 ら

れ よ うとしている。 これ を、今
一

度掘 り起 こす必

要があると考えた。

二つ 日は、地球温暖化の影響が深亥」化 し、世界

が価値観 のアイデ ンテ ィテを求めている中、 日本

人の伝統的知恵が大きく寄与す ることが出来 るの

ではないか とい う確信が深まってきた。

こ うした調査研究を進 めるに当たつて、三井物

産環境基金 によ り、資金面の援助が受けられた こ

とも大 きな理 由である。

わた したちは、ただ 日本の伝統的知恵 を掘 り起

こすのみでな く、 これ らを未来に活か してい く方

法 も合わせて調査研究 し、時代に合 う活か し方 を

探 つていきたい と思 う。

江 戸 時 代 の 伝 統 的 知 恵 に 焦 点 を 当 て て

藤村 コノヱ (環境文明21共同代表)

持統可能性 について、多 くの問洋人が様 々な場

で述べてきているが、 日本の伝統的文化の中にも、

持続性の知恵 を見ることが出来 る。

2004年にノーベル平和賞を受賞 したケエアのワ

ンガ リ ・マータイ さんが発信 して話題になった 「も

つたいないJ精 神 も、 日本人が昔か ら受け継いで

きたものである。

こ うい う日本の伝統的知恵が活か され、独特の

持続可能な社会 を長期 にわたつて実現 していたの

が江戸時代。平和で質の高い文化 を持 ちなが ら、

鎖国 とい う半ば閉鎖 された社会で持続可能な社会

を形成 していた とい う歴 史がある。それまで積み

重ね られた 日本固有の伝統的知恵が人々の精神的

な支柱 とな り、世界史的にも極めて珍 しい社会が

実現 していた。 これは、世界に誇れ る実例ではな

いか と考えられ る。

しか し、戦後にはそれまでの価値観が杏定され、

日本の伝統的知恵は風化の一途 を辿ってきた。

同 じく閉鎖 された世界である地球で引き起 こさ

れている温暖化が大きな問題 になっている昨今、

このれ戸時代の知恵に特に焦点をあて、21世紀の

世界の国々を持続性のある社会へ と導 くための と

ン トを見つけていきたい と思 う。

また、同時にこ うした 日本の伝統的知忠のアイ

デアを、外国の人々に上手 く伝 えてい く方法 も工

大 し、世界に向けて 日本の伝統的知恵 を発信 して

いきたい と思 う。

ァィスカッンヨン

「日本の持続性の知恵は、なぜ軽ん じられ、見

失われていったか」 とい う原因を考 えてみた。

環境文明21からは、①敗戦の結果、戦前の 日本

的な価値の多くが 「古い」とみなされ、否定され

た、②アメリカの消費文明が輝いて見え、生産 し

消費する経済価値に魅了された、③戦後、親が子

に、自信を持つて 日本の伝統的知恵を伝えられな

くなった、④外国人にも理角年できるような科学的

な説明がなされていなかった、⑤都市化 と共に地

域共同体が崩壊 し、バブル経済の崩壊後は社会共

同意識が希薄化 し、社会全体のモラルの規範が維

持できなくなった、⑥ 「社会科学Jイ デオロギー

論争の中で、 日本の知恵の出番がなかった、の6

つの理由を提示 した。

これを受け、会場からいくつもの発言があつた。

*日 /1tには、 言 葉にしない 「l音黙知」とい うもの

がある。 しか し、これでは外国には理解 してもら

えない。何でも論理的に説明できる 「形式知」に

することが大切。

*戦 後の日本は、それまでの家中心から企業中心

へ変わつてしまつた。豊かになるためにどんどん

家庭から離れて しまった。

*江 戸時代はどうい う時代だつたかを考えると、

しつか りとした統治者がいて、ああい う社会が成

立していたとい う状況がある。現代は同じ状況で

はない。
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*環 境文明21の提案や説明 も、隔靴掻岸の ところ

がある。 これ らの中で、現代に合 うどの知恵 を残

すのか とい うことも考えなくてはいけない。

*家 族制度が崩壊 してきているが、これまでのよ

うな血の繋が りの親 子ではな く、親の世代か ら子

の世代に伝 えるとい う、拡張的な考え方が必要な

のではないか。

*世 界全体が有限だ とわかつてきた今、限 られた

惑星の中で、 コ ミュニケーシ ョンカを持 って地球

全体 を統括す るつ も りでや らなければいけない。

日本人はやれ る国民だ。

グルおプ講議

デ ィスカ ッシ ョンを受 けて、会場 を6つの グル

ープに分 け、これ らの知恵をどう活か してい くか

について、グループ討議 を行 つた。 1時間に渡 る

白熱 した議論の内容 をグループごとにま とめてみ

た。

●第 1グループ

日本の伝統的知恵 を世代間で どう伝 えるかも大

事だが、外国への伝 え方が難 しい。外国では、言

いたい ことはちゃん と言葉に して伝 えない とわか

つてもらえない。外国へ伝 えるためには、西洋の

論理 に乗せて打ち出す とい う方法 もある。

日本人は 日本のことを知 らなさ過 ぎる。 日本の

いい ところは 自信 を持つて主張すべ き。発信す る

伝統的知恵の良 さを理解 して、独 自の価値観 を身

につけなければいけない。

それ にはやは り教育が大事。今の子供は 日本語
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でも日本のことをうまく伝えられない。子供のレ

ベルが下がつているのは、今の教育のせいだ。形

になっているものは残すことが出来るけれ ど、伝

えづらいのは心や文化。 目に見えない、大切なも

のをどう伝えるかが今後の課題。

また、外国というと西洋と日本を比べがちだが、

日本の文化は中韓の影響が大きい。共通項も見つ

けられるはず。まず、東洋での位置づけを把握す

ることも大切なのではないか。

●第2グループ

日本の持続性の知恵は、どのようにすれば真の

力を発揮できるのか。 「伝える ・再生する」とい

う問題について、企業 ・職場の面から考えてみた

い。

世の中には様々なスローガンが流れているが、

利益を追求す る目的を有す る企業にとつて、これ

らの知恵は企業の 目的 と反す る概念であることが

多く、なかなか実行までは結びつかない。やは り、

ボランテ ィアや植林、清掃活動な どの実体験 を通

じて理角年す ることが出来 るのだ と思 う。会社内の

理念の トップダウンではな く、個人の体験 による

意識改革が大事だろ う。

農業においても同 じ。小学校で も農作業が必須

化 され始めている。体験 して知 ることで、持続 さ

せ る力が出て くる。

昔は道徳的だった秩序が、今 は法的なものに変

化 している。企業理念の中に、こ うした伝統的知

恵を取 り入れて、その規範 にのっ とって経営 を行

うのが理想だろ う。

●第3グループ

伝統的知恵が廃れて しまったのには、時代 によ

る価値観の変化があげ られ る。例 えば、父親が偉

くて、次が長男 とい うよ うな 「家」のシステムが

崩壊 して しまつている。社会の一
番小 さなユニ ッ

トである 「家」の形が変わつて しまい、家庭の中

でも断層が出来ている。ひいては、地域のつなが

りも希薄なもの となって しまつた。

一方で、昔は農家の人たちが伝承 してきたお神

楽を、農家の人がいな くなった今、地域の人が代

わ りに伝承 し、独 自の文化を守つている所がある。

また、いつたん絶滅 して しまった コウノ トリを



復平舌させ、 コ ウノ トリの住 める町に しよ うとい う

目的で、住民が一九 となって成功 させた町もある。

上記の場合は、 自然 との共生、伝統文化の伝承

な どを上手 く地域社会 との協力で実現 している。

こ うした 日本の伝統的な知恵 を、実際、会社や家

庭、地域社会 にどう活かすのか。何 を した らいい

のか とい う場合には、いい実例 を示すのが一番わ

か り式ナナい と思 う。

みんなに伝 えるためには、例 えばお神楽である

とか、 コウノ トリであるとか、TRrかをL掛けがある

ほ うが、伝わ りやすい。 うま くこ うしたものを使

いなが ら、伝統的知恵 を今 に活か してい く工夫が

大切だ。

●第4グループ

日本の知恵の精神性 を伝 えることが必要。伝 え

るべき知恵の整理が必要だ し、上手 く伝 える方法

も考えなくてはいけない。

親か ら子へ、子から孫へ と伝わってきたものが、

今は、ほとん どが核家族 とな り、それが難 しくな

つている。苦は、地域社会で子 どもは育っていた

が、今はそ うい う意識 も希薄になつた。

コミュニケーシ ョンのツール も違 う。今はパ ソ

コンや携帯電話が主流。人対人のコミュニケーシ

ョンは希薄 になっている。

欧米のよ りどころは神だが、 日本の場合、戦後

家長制度が崩れ、完全によ りどころを失 つた。学

校のPTAの集 ま りに出かけて感 じるのは、親子の

会話の決定的な不足。家庭力が圧倒的に小 さい。

共働 きの多い今、子 どもにかかわる時間を持つ こ

とが難 しい。子 どもを育てる環境 を経済社会が作

つていかなければいけない。

日本の知恵 を企業のコンプライアンスに入れて

は どうか。企業活動だけでな く、地域活動、子 ど

もと、それぞれにあわせた翻訳活動が必要だ。

●第5グループ

日本の各地に埋 もれているいい ものがある。そ

れに地域の人たちは気がついていないことが多い。

む しろ、外国の人たちのほ うが価値 に気がついて

いることが多い。 日本の知恵 も同 じ。各地にあっ

て も、紹介 しきれないのが今の状況だ。

昔 と今では価値観がまった く違 つている。戦争

に負 けたか らではな く、消費文明が原因なのでは

ないか。生活の格差 もどん どん広がっている。城

争社会では、人 とお金 を入れ ることばか りに力を

入れて しま う。

物質 と結びつかない、精神的経済発展が可能だ

ろ うか。 「心豊かに暮 らしてい く」 とは 「気持 ち

よく暮 らしてい くJこ と。8つの 日本の伝統的知

恵 はそのままだ と現代 に活かせ ない。 この8つか

らヒン トを得て、伝 えたい ことを、 どんな世代 に

も分 りやすい言葉 に していかない といけない。

効率的な社会にある中で、忙 しさを感 じている

人が、いかにこれ らの知恵を実践 してい くかが重

要。意識 を改革す ることが必要だ。

●第6グループ

日本の知恵 を残す ことは大事だが、その前に50

年後、100年後 に どうい う社会 を作 るのか とい う

ビジ ョンを明確 にす ることが大切。

伝統的知恵の8つの提言はいいことを言つている

が、抽象的で説得力に欠ける。 この 「日本の知恵J

と 「科学的知見」をセ ッ トにし、現代に置き換えた

提言をするべきだ。また、価値観の同 じグループで

コミュニティーを作って、大きな力で活動 していく

ことも必要。llPOの横の連携強化 も望まれている。

来年 は洞爺湖サ ミッ トが開催 され る。資源の枯

渇、異常気象、 自然災害の恐怖 な ど、地球環境 は

危機的状況にある。 日本は危機感 と問題意識 をも

って望まなければいけない。

日本が世界の トップランナー として誇れ るもの

は 「技術」。 「技術Jと 「道徳」の両方を活か し、

未来志向で世界に発信 していきたい。
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