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■ パネルディスカッション 
 

パネリスト 

    安田 喜憲（国際日本文化研究センター教授） 

    黒田 大三郎（環境省参与） 

    大島 直行（伊達市噴火湾文化研究所所長） 

    五十嵐智嘉子（（社）北海道総合研究調査会 専務理事） 

司   会 

    深見 正仁（北海道大学公共政策大学院教授） 

 

 

司会：深見 

深見と申します。このパネルディスカ

ッションでは、まず大島所長と五十嵐専

務理事に、基調講演を踏まえたコメント

を語って頂きたいと思います。 

 

大島： 

私は北海道で生まれ育ったのですが、

北海道が発信するものの中によく使われ

るキーワードとして、私は“開拓史観”

と表現しておりますが、“明治100年”“開

拓100年”“開基100年”があります。北海

道に生まれて育った人達は、何かものを

考える時に、「開拓」という事に軸足を置

きやすいのです。こうしたシンポジウム

が開かれるぐらい環境問題は大きな関心

事であります。生物の多様性はそうした

環境問題の中の、多分核心部分だと思い

ます。そうした時に、北海道に生まれた

人達が、環境問題に軸足を置けていない

のです。それは、やはり“開拓史観”が

あるからです。自然に対して、それは「開

拓するもの」「開拓されるべきもの」とし

て、私達は考えてきたのではないでしょ

うか。 

「開基100年」から40年も経ってしまっ

たのに、これから北海道はどうしていく

んだという時に、まだ私達は軸足をそう

いった所に置いていると思うのです。環

境シンポジウムや地球温暖化のニュース

を耳にした時でも、「果たして地球はこの

ままで良いのだろうか」という考え方に

中々なれないのです。これは、私は大変

な事だと思います。50年、100年とこのま

まで過ごしていった時に果たして北海道

に何が残っているのか、非常に不安です。 

そこで今日私が申し上げたいのは、北

海道の真の価値というのはどこにあるか

を、もう 1 度考えてみるべきだという事

です。多分、皆さん誰もが気付いている

事です。今日のシンポジウムを聞いても、

納得がいくはずですよね。私達にとって、

自然環境は必要なものだという事を。で

もこれは、500万道民、1 億の日本国民が

全て皆そういう感覚になってくれるかと

いうと、そうはならないと思います。 

ではどうするかという事が、今本当に

急務だと思います。今日は公共政策大学

院の主催ですけれども、どうしても公共

政策というと「インフラ」といったもの
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に結び付けますね。医療や福祉の問題か

らの公共の切り口もありますけれども、

私はむしろ「教育」こそ公共政策の中で

もっと取り上げられるべきではないかと

思っています。その中で必要なのは二つ

あります。1 つは縄文教育、もう 1 つは

環境教育だと思っています。これは背中

合わせなのです。縄文を教育するという

ことは実は環境を教育するという事なの

です。縄文を学ぶ事で、私は環境の重要

性が見えてくると思っています。縄文の

一番大切なところは、彼らが私達現代に

生きている人達とは違って、独特の世界

観を持っている事です。それは一言で言

うと神話的な世界観なのです。 

その神話的な世界観は何かというと、

森や海や川がなければ、神話は生まれて

こないのです。縄文人ですとか、現代な

おも世界中には狩猟採集で暮らしている

人達がおりますが、彼らには、理解出来

ないものを「超自然＝神」として素直に

受け入れるという考え方があるのです。

山の奥に何がいるか分からない。虹がか

かる。雨が降る。こういったものも彼ら

は、全く科学的に理解出来ないのです。

それは不思議な世界なのでした。だから、

自然には手をかけずに共有してきたので

す。 

ところが、私達はそうした自然現象を

全て科学的に理解出来たものですから、

それに手をかけることに「神」の怒りを

感ずることなく、一気呵成に開拓してき

たのでした。神話的な世界も失われてし

まい、森や海や川はなし崩し的に破壊さ

れてしまったのです。 

縄文人が少なくとも 1 万年間自然を大

事にしてきたのは、彼らの中の神話的な

世界観、言い換えればそれは怖さであり、

畏敬の念だったのです。自然は怖い。そ

れは私達の言う怖さではなくて、“畏れ”

です。ここに手をかけてしまってはいけ

ないという節操を持っていたのです。つ

まり、現代に生きる私達は、その気持ち

を取り戻さない限り、いくら色々な環境

政策を出しても森は復元出来ないし、本

日のテーマになった生物の多様性も回復

は無理だと思います。一人一人の人間が、

森に対する自然に対する神話的な世界観

を取り戻す事が、まず大事だという事で

す。 

ですから、今一番必要なのは環境教育

です。小学校・中学校の中で一時は環境

教育が流行りましたけれども、今は英語

教育に変わってしまったりして、文科省

も教育のテーマをころころと変え過ぎで

す。私は、日本の学校教育の中で、もっ

とじっくりと腰を据えて取り組むべき普

遍的な価値を持つのは環境教育だと思い

ます。そしてもう 1 つは古い時代の文化

を学ぶことです。私達はどうしても弥生

文化・農耕文化を日本列島の基層文化に

しがちですけれども、そうではないです

よね。日本列島の も古い文化、基層を

成す文化はやはり縄文文化だと思います。

これの教育に力を入れるべきです。 

 

安田： 

今、日本の小学校や中学校の教科書で、

縄文時代が消えたのですよ。考古学者・

歴史学者は自らの手で縄文時代の記述を

削除しているじゃないですか。縄文時代

が日本人の心の原点を形成しているにも
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関わらず、何故縄文という記述を小学校

や中学校の教科書で消したのでしょう

か？ 

 

大島： 

一つはやはり歴史観の問題だったと思

うのです。文科省のお役人は、縄文は私

達にとっては「取るに足らない文化だ」

と考えた訳です。縄文人は、技術も未熟

だし思想的にも知恵もたいしたものでは

ない。だから長い間縄文時代、縄文文化

に留まったのだけれども、大陸から新し

い文化を入れる事によってようやく日本

列島の基盤をなす農耕文化に移ったんだ

という考え方です。ですから、教える側

としては「日本は農業国であるし、その

基盤をなしたのは弥生文化だから、弥生

文化から教えればいいだろう」という事

で、10年ほど前に小学校の教科書から縄

文の記載は消えてしまった訳です。私達

考古学者もその責任の一旦を担わなけれ

ばいけないのですけれども、如何せん「縄

文は日本列島文化の基層だ」と主張する

と、どうしても学界などから異端視され

てしまうところがありますよね。 

 

安田： 

マッカーサーが日本に来た時に、マッ

カーサーは、日本民族を支配するのに

も効果的な方法は、日本民族の歴史を奪

う事だと考えたのです。アングロサクソ

ンがアメリカに渡った時に、アメリカ・

インディアン（ネイテイブ・アメリカン）

を支配する も効果的な方法は、彼らか

ら伝統文化と歴史を奪う事でした。その

同じ方法をマッカーサーは日本民族に対

してやろうとしたのではないか。マッカ

ーサーは、日本を共産主義に対する砦に

したかったのですが、なぜか日本の歴史

学者がマルクス史観になることを野放し

にしていた。それは日本民族から歴史を

奪うためではなかったかと 近考えるよ

うになりました。なぜならマルクス史観

の歴史学者は、戦前・戦中の日本の歴史

を完全に否定し、日本民族の魂の原点で

ある日本神話さえ否定していたからです。

それは日本民族から歴史を奪おうという

マッカーサーには好都合だった。だから

歴史学者や考古学者がマルクス史観に転

向することを野放しにしていたのではな

いかと思うのです。 

 

大島： 

同感です。加えて私が言いたいのは、北

海道のこれからの発展を考える時に、道

民も開拓史観のしがらみや呪縛から逃れ

ていかないとだめなんじゃないかという

ことです。観光にしても産業振興にして

も、色々な分野が皆疲弊しています。疲

弊の原因は、やはり本当の北海道が分か

っていないからだと思うのです。北海道

の本当の魅力は何なのか、北海道の一番

大切なものは何なのかという事を、北海

道民が等しく共有していかないと、次の

ビジョンは描けないのではないかと思い

ます。特に100年にわたって繰り広げられ

てきた「開拓」を考える時に、どこにそ

の根っこがあったのかを考えていく必要

があるんじゃないかと思います。 

 

五十嵐： 

私は、北大は経済学部を卒業致しまし
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て、その後今のシンクタンクに入社しま

した。独立系の民間のシンクタンクで、

道庁の外郭でも銀行系でもない、独立独

歩です。私自身は自然環境派だと思って

いたのですが、どうしても経済という背

景で仕事をする事が多かったかと思いま

す。 

また、私は、20年ほど前から介護保険

制度の制度設計やケアマネジメントに関

わる調査研究をしてきております。私は

福祉や医療の専門の人間でもないのです

けれども、専門家ではなかったが故に見

えて来た課題に取組めて来たと思ってい

ます。介護保険は高齢者に対する制度で

すが、介護保険の後、障害者の自立支援

法が出来、障害者関係の自立支援の調査

とか、それから発展しまして地域福祉、

コミュニティ福祉の研究に携わり、それ

が発展して今度はコミュニティ・ビジネ

ス、ソーシャル・ビジネス、社会的企業。

そして 近では貧困、子供の貧困、自殺

予防など、対人援助・対人支援を必要と

するような分野の仕事がかなり増えてき

ています。 近では「パーソナル・サポ

ート」という概念も出てきており、介護

保険や生活保護などの縦割りの制度だけ

では支援出来ない方々の横の支援をどう

するかが、今福祉の世界の中では非常に

大きなテーマとなっています。今日はせ

っかく「環境」というテーマでございま

すので、環境と福祉というつながりを考

えながら少しディスカッション出来れば

と思っています。 

「コミュニティと関係性」というキーワ

ードを中心にしながら少し考えていきた

いと思っています。広井先生という千葉

大の経済学者が随分早くから福祉を含む

社会保障、環境と経済の統合という事を

唱えてらっしゃいます。先生によると、

経済活動を中心として考えた時の福祉と

環境の位置づけは、とても似ているとこ

ろがある。福祉政策や社会保障論は、市

場における富・所得の再配分である。私

達は年金や医療保険の保険料を払ってい

ますが、社会保障に税金も投入されてい

ます。65歳以上になると年金を受け取る、

生活が苦しくなった時に生活保護が受け

られるという形で、富が再配分されるの

です。一方、環境政策というのは経済学

的な視点から見ると、経済活動・富の総

量の問題、あるいは規制の問題なのです。

というのは、環境問題が起こるのは、市

場の失敗とか外部不経済、その不経済と

いうのは環境の破壊であったりするので

すが、経済学者は、その不経済を外部不

経済と呼びます。それを内部化しようと

いう動きがあります。その良い例が、排

出権取引であり、これを経済の中に取り

込もうという考え方です。 

今までの議論というのは、個人の活動

と市場、そして、そこから生じる不利益

を再配分する政府という二元論だったの

です。ところが、その二元論だけではう

まくいかなくなってきた。日本の貧困率

はますます上がり生活保護者はこの2年

間急増しており、要介護高齢者も介護保

険だけでは救われないという事態が明ら

かになってきた。その中に出てきたのは

「関係性とコミュニティ」という話です。

例を 1 つ。実在する人物ですが、多少脚

色してお話をさせて頂こうと思います。

K 市に住んでいる50代の男性が、病気を
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患って、仕事が出来なくなっているので

すが、その方には80代のお母さんがいて

認知症が進んでいる。この二人の家庭は

地域とつながっていなくて、悲惨な事件

が起こる直前という感じだったのです。

行政のある方がそういう家庭を発見し、

支援をしようという事になったのです。

行政の制度で、こういう家庭を支援する

場合、80代のお母さんの方は要介護認定

を受けて頂き、介護保険制度で支援し、

50代男性の方は、生活保護を受けて頂く。

生活保護を受けて頂くと、医療費がかか

る分だけ支給されるので、病院に行って、

病気を治して、保護費で生活を立て直し

ます。制度はここまでなんです。ここで、

この状態で暮らしていってハッピーか？

というと、そうではない。それでこの K 

市は次に、生活保護世帯に向けた新たな

就労支援活動として、市内で活動してい

る NPO の方々の協力を得てボランティ

ア活動をして貰うという事業を始めたの

です。この50代の男性は、ある NPO に

ボランティアに出かけたのですが、そこ

で、同じ生活保護世帯の中学 3 年生を対

象にした勉強会をやっていたのです。“貧

困の連鎖”と言われていますが、生活保

護世帯のお子さんは、学習塾に行けず、

高校への進学率も低いのです。それを何

とか解消しようと勉強会を開いた。その

50代の男性は、その勉強会の世話人を始

めたのです。すると、この50代の男性が

急に生き生きし始めた。要するに自分の

役割が見えて来た。中学 3 年生に勉強を

教える訳ではないのだけれども、勉強を

する姿勢を教える事が出来る。分からな

い事をどうやったら分かるようになるん

だろうか、子供達と一緒に考えていく事

を始めた。そうするとその50代男性は、

その時は生活保護だったのですけれども、

その後半年ぐらい経ちましてから正式に

その NPO の職員となって、職を得たの

です。ここが“コミュニティ”で“関係

性”なのです。今の時代、50代男性で失

業している方は、ハローワークに行って

も仕事はありませんが、コミュニティの

中で関係性を作って、自分の居場所が分

かると、その中で生活活動・経済活動が

出来るようになる。何故こうしたことが

出来るかと言うと、そこにコミュニティ

がありそこに関係性があるからではない

かと思うのです。 

 

安田： 

コミュニティと関係性を作ると、何故

人間は生き生き出来るのですか？ 

 

五十嵐： 

そこなんですね。人間は一人で生活・

経済活動をしている訳ではなくて、人間

の弱い面、強い面を必ず持っているので

す。人間は社会的な生き物であり、人間

との関わりの中でしか人間性が発揮出来

ないという事なんです。その事が、制度

だけでは出来なかった。ここが新しい公

共だと思うのです。公共政策大学院で是

非これをやって貰いたいと。行政がお金

がかかり過ぎて出来ないから NPO に安

い単価で仕事をさせる事じゃないんです。

制度というのは非常に良く出来ているの

ですが、それ故に制度以外の人を排除し

てしまう。でもコミュニティとか関係性

は、人を排除しないで一緒にやろうとす
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るのです。環境で何かを守ろうとする時

に、そこから外れるものをどうやって関

係しながら守っていくとか、それを使っ

ていくという事が大切だと思うのです。 

今福祉の中では、「守られる福祉」や「守

る福祉」でなく、福祉サービスを受ける

人達が自ら仕事をするとか、自ら福祉を

提供する事が出来てきている。それはま

さに、そのコミュニティとか関係性があ

るから出来ていると思います。これを環

境に適用できるのではないかと私は考え

ています。それはまた次の議論の中で出

来たらと思います。 

 

安田： 

素晴らしい発言ですが、関係性とコミ

ュニティのコアを形成するのは、やはり

命の繋がりなんです。命は、触れ合い、

交流しないと輝かないのです。命の繋が

りがあるからこそ、人間はコミュニティ、

関係性を作る訳です。その命を深く見つ

める事が、現代の社会の中で出来ていな

いから色々な問題が起こる。命を深く見

つめたのは誰か？それは縄文人です。縄

文にとって 高のものは命です。その命

を見つめた縄文の文化が、北海道の根底

にあるという事を大島さんが言っている

のです。 

 

大島： 

北海道を紹介するような場面において

は、よく北海道というのは、「空気はうま

いし自然は綺麗だし……」という話をし

てしまいますね。多くの北海道民もそう

思っている訳ですよ。でも私はそれは違

うんじゃないか、もっと大事なものがあ

るんじゃないかと考えてきました。こう

いったものをこの100年間、私達はキャッ

チフレーズに使ってきたけれども、環境

問題を捉える時にそれは何の役にも立た

ないんじゃないかなと思うのです。安田

先生がおっしゃるように、もうちょっと

深く掘り下げて、北海度の根底にあるも

のが何かを考えていくべきではないかと

思います。うまい空気と食材と雄大な大

地というけど、本当にそれが北海道の真

の価値なのかどうかということをですね。

多分、北海道の価値はそれだけではない

と思います。そもそも、北海道は全国的

に見ても、皆さんが考えているような高

い森林の保有率にはならないんじゃない

でしょうか。そういう事実だって、案外

道民の皆さんは知らないのではないでし

ょうか。 

 

司会：深見 

如何ですか、黒田さん。北海道で現場

を歩かれた経験から言って、北海道の自

然環境の現状をどのように評価しますか。 

 

黒田： 

それは自然豊かな場所だと、僕は東京

生まれなんですが、やはり思っています。

北海道に 5 年いて見た中でも、数字で言

うと日本は世界的な森林国―国土の 3 分

の 2 が森林に覆われている。ただ中身を

見て行くと、長い歴史の中で人が自然に

対して働きかけをして来たので、純粋な

自然の山の率は低く、だいたい 2 割を切

っている。北海道から九州まで満遍なく 

2 割を切っているというのでなく、北海

道・東北・中部地方の中心（山岳地帯）
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辺りに固まっています。その中で北海道

は全国的に見ると自然の森林も残ってお

り、明治以降大きく変わって来ているけ

れども、西日本で何千年かかけて変わっ

てきたところまでこの100年で行ったの

かというと、まだ残っているという感じ

がします。ただ森の話をしますと、一方

で北海道にも人工林が多かったりカラマ

ツの林がいっぱいあったり、そういう所

を如何に回復させていくかというのが大

事で、その時に何を目標にするかよく考

えないといけないと思います。 

 

司会：深見 

地元の五十嵐理事さんは、どのように

お考えでしょう。 

 

五十嵐： 

少し時間軸というものも入れていいの

かなと思います。経済原則から言うと、

今は非常に拙速過ぎるのです。金融工学

的思考の破たん―2 年前のリーマンショ

ック以来、そういう考え方は薄くなった

と思うのですけれども、それにしてもま

だ我々が今どんな時間軸でものを見てい

るのかという事は考える必要があると思

います。先ほど「短期的な目標：2020年」

と書かれていて、凄いなと思ったのです

が、福祉の社会でいくと短期目標という

のはせいぜい 2 ヶ月ですから、要するに

今ここで困っている人がどういうふうに

なるのかは、待っていられない。今日の

宿をどうするかみたいな話が結構あるの

です。そうは言っても食糧や水をどうす

るかというのは当然必要な事で、まずは

時間の軸が必要だろうと。それから今日

私は「コミュニティのレベル」と言いま

したけれども、コミュニティのレベルか

らグローバルなレベルまでの見通す視座

は必要だと改めてお話を聞いて思いまし

た。コミュニティレベルで言うと、医療

とかケアとか福祉と自然は、非常に近い

分野があるのです。例えば「森の癒し」

と先ほど皆さん仰って頂いていますけれ

ども、森林療法とか園芸療法があります

し、それからもっと身近で言うと、食糧

問題とかエネルギー問題というのは、本

当はコミュニティレベルの問題なんです。

間伐材を利用したペレットストーブも出

来ていますし、今や小水力を活用した発

電機も出来、水田がある所では自家発電

が出来るようになってきています。そう

いった食糧問題やエネルギー問題も含め

てコミュニティというもので、もう一度

考え直す事が出来るようになっていると

思います。次は国家レベル、アジア的な

リージョナル、国際リージョナルなレベ

ルとそれからグローバルなレベルと、お

そらく 3 つ、4 つの段階があるのかなと

思います。 

 

安田： 

命は突然この世に生まれる訳じゃない

んです。この命の前には、何千年・何万

年という命の連鎖があってこの一つの命

が生まれて、その命を未来へ繋げるとい

う責務が我々にはある訳です。介護の対

象者であっても、やはり命を未来に伝え

る責務がある訳ですね。 

ところが現在の経済システム、市場原

理主義は、過去に対して全く責任を持ち

ません。過去に感謝するどころか、未来
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にさえ責任を持たない個人が原点になっ

て市場原理主義が生まれている。市場原

理主義のコアを形成する個人は、如何に

すれば金儲けすればいいかということだ

けを考える人間なんです。その市場原理

主義が今、グローバル化の中で蔓延して

いる。だから小泉さんと竹中さんが頑張

って、市場原理主義を日本に導入した時

に も疲弊したのは、過去に感謝し未来

に対して責任を持って自然と共に生きな

ければならないと考えていた、地方の田

舎の人です。北海道の人が も大きな被

害を受けた訳です。 

このまま市場原理主義を続けていけば、

命を見つめてこの美しい大地で数千年も

生き続け、過去に感謝し、そして未来に

対して責任を持ち、自然と共に生き続け

てきたこの北海道の暮らしがもう成り立

たなくなるのです。本当に時間がないん

です。必ず北海道は金持ちの国に支配さ

れます。これをどうするか？それは教育

から根本的に替えなければいけない訳で

す。学校の教科書から替えなければいけ

ない。ここには若者もいます。その若者

の未来を我々は守らなければいけない。 

 

司会：深見 

市場原理主義を修正する立場からのコ

ミュニティは、如何ですか？ 

 

五十嵐： 

金融工学的な市場原理主義が行き過ぎ

たのであって、市場主義そのものが悪い

訳ではないのです。市場に任せるという

事の「市場」の意味は、もっと違う意味

もあるのです。 

経済学者は過去を分析出来ても未来は

分からないのです。ただそうは言っても、

やっぱり世界的な枠組は必要です。企業

経営者は、目先の事だけを追いかけてい

る訳ではなくて、世界の枠組の中での経

済活動・法人活動は当然ある訳です。で

すから、どこかの森林が切られてそれが

どうなっていくかという事は、頭で分か

っていても、一企業体だけでは対応出来

ないので、実は公共が、国が規制するべ

きところがあるのです。ですから、規制

というのはある意味必要なところは必要

な訳ですので、人間は全知全能ではあり

ませんので、自然から学ぶという事は非

常に重要な事であっても、それがやはり

枠組としての規制は必要だという事です。 

 

安田： 

エジプトのカイロで、友達のロンドン

大学の教授の家に40日間泊めて貰って、

自炊していたんです。彼の家はマンショ

ンで素晴らしい金ピカの家でした。自炊

した生ごみを捨てようと思って、「どこに

捨てたらいいんだ」と聞いたら「台所の

ドアの向こうを開けてみろ」と言う。そ

れでドアを開けた。そこは、このビルが

建ってから20年この方、一度も掃除した

事のない真っ暗な世界でした。そこに階

段が付いていて、ポリバケツにゴミを入

れると翌朝なくなっているのです。金ピ

カのマンションとドアの向こうの真っ黒

な世界の対照性に驚きました。 

同じ経験を中国でもしました。僕の友

達が「ご飯に呼んでやる」と言ってマン

ションの 5 階に行った。ところがその階

段はゴミだらけ。エライ所に呼ばれたな
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と思って彼の家のドアを開けたら、彼の

家の中は金ピカ。ドアの内側の自分の家

は美しく磨きあげ、ドアの外側の公共の

階段がゴミだらけになろうと知ったこと

ではない。これが彼らの公共性なんです。 

ニューヨークのテレビ局から取材を受

けた。「日本人は金持ちほどゴミの分別に

熱心だ。どうしてだ？」と聞くんです。

アメリカ人は金持ちはゴミの事なんか一

切気にしない。貧乏人がゴミを片付ける

んだというのです。これが世界の市場原

理主義の下における“公共性”なんです。 

ところが日本人は、金持ちが一生懸命

ゴミの分別をやっている。これは、「ヨー

ロッパやアメリカや中国が階級社会だか

らかな」と 初思った。ところが、江戸

時代、士農工商という厳格な身分社会で

あるけれども、江戸の街にはちり紙一つ

落ちていなかったんです。これは階級社

会では絶対説明出来ない。 

その後、私はアジアの 貧国カンボジ

アのプノンペンに行きました。ところが

道路にゴミ一つ落ちていません。あんな

貧しい国なのに。貧しいから汚いんじゃ

ないんです。そこには“公共性”という

人間の持っている本質があらわれている

のではないかと思いました。 

金持ちは何をしてもいい、汚いゴミは

貧しい者が片付けるんだ―それに立脚し

たのが市場原理主義です。これが世界に

蔓延している。これを変えないと我々は

救われません。世界のシステムは市場原

理主義で動いているから、いくら私がそ

んな事を言ったって、突然変えられる訳

がない。しかし、日本人の心、日本人の

公共性を守ろうと思ったら、市場原理主

義と対決するしかないんです。これは本

当に我々日本人の生死をかけた事柄です。 

 

五十嵐： 

“公共”という意味合いを、もうちょっ

とちゃんと定義した方が良いと私は思っ

ています。“公共性”とは public なんです

よね。日本で間違っているのは、公共性

とは国の事だと思っているのですが、そ

うではないのです。我々の事なんです。

公園も、国が管理しているのが公園なの

ではなくて、皆のものというだけの事で

す。公共というものの捉え方を我々は「公

共というのは国のもの、行政がやること

でしょう」というふうに捉え過ぎた。そ

うではないと。だから、コミュニティで

あり関係性であり、そういう理解を進め

ない事には、自然に対してもそうだと思

うのですけれども、やっぱり関係性は出

来ないという事です。 

 

安田： 

他者を信じるかどうかという事が重要

です。中国の友達のマンションの 5 階に

は鉄格子が張ってあるんです。それは泥

棒が入って来るからです。ゴミを片付け

ないアメリカ人が、何故ピストルを手放

せないのか。これは人を信用出来ないか

らです。我々は、人を信用する事が出来

るのです。人を信用すれば、その外側に

ある自然を信じ敬う事が出来る、これが

我々の特技なんです。でも、中国人やア

メリカ人は人を信用出来ない。中国人だ

って、友達になったら物凄く良いけれど

も、それ以外の他人は信用しない。でも

日本で、北海道の田舎に行って、鍵のか
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かっている家なんかないでしょう。皆人

を信じている。人を信じていれば、その

外側にある自然も信じる事が出来るので

す。これが日本の、 も強い公共性なん

です。 

公共政策大学院ではこういう事を研究

していないと思います。日本人の素晴ら

しさは、人を信じ、自然を信じる事が出

来る点です。他の国では真似出来ないん

ですよ。この公共性が市場原理主義で今

壊されようとしているのです。会社で、

今、四半期毎の成果主義が導入されてい

るでしょう。人間は調子の良い時と悪い

時があるから、成果を出せる時と出せな

い時がある。それをトータルして、一生

会社は保障したのです。それが日本型シ

ステムだった。ところが今は、四半期毎

に成果をチェックされる。3 ヶ月に 1 回

ずつ成果を見られて、成果が出ていない

と翌日クビを切られるから、人の事など

かまっていられないのです。 

日本人の素晴らしい公共性は“利他の

心”です。他者の幸せを祈り、そして自

然を大切にしていく。だから自然が守れ

たのです。でも四半期制の成果主義が導

入されて、どうして他人の幸せを考えな

がら自分が生きていけますか？こんな社

会を一日も早く変えなければいけないの

です。 

北海道の人は皆他人の幸せを考えなが

ら生きている。利他の心は、本土の人よ

りずっと強く持っている。こんな美しい

人の心、利他の心、公共性に満ち溢れた

この世界を、今我々の目の前で潰しては

いけないのです。北海道の人が如何に素

晴らしいか。この天国の大地とそこに暮

らす人々を守らなければいけないと思い

ます。 

 

司会：深見 

有り難うございます。1 つだけヒント

を出して黒田さんに投げようかと思いま

す。コミュニティを作り、しかもそれを

自然を管理する中で作っていこうと、そ

れはコモンズという言い方をしたりしま

す。日本は、それをまさに、SATOYAMA 

イニシアティブという形で世界に広げよ

うとしています。それを多少解説して頂

いて、今日の議論の中の 1 つの方向性の

ようなものとしてご説明頂くと有り難い

と思います。 

 

黒田： 

SATOYAMA イニシアティブは、それ

こそ縄文文化が礎かもしれません。特に

近い山を上手に使って、農業と林業を組

み合わせ、安定した形で人と自然の関係

を保って、方法として確立されて来てい

る時代が長かったのです。ところが、今

もそうかと言うと、外人に「サトヤマは

いいな、見せろ」と言われても、どこに

連れていくか迷うのです。国内でもほと

んど消滅しかかっています。昭和30年代

ぐらいに、燃料として炭や薪を使わなく

なってきた、あるいは落ち葉かきをしな

くなってきて、所謂肥料革命の頃から疎

遠になって来て、だいぶ変化をして来て

いる。国内ではそれをどうやって取り戻

すか。特に環境省が旗を振ってきている

のは、そういう所を主たる生息地にして

いる生き物は結構いて、絶滅の恐れのあ

る野生動植物は3000種類ですが、その相
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当数がそういう所にいるのです。だから

そのために里山を何とかせんといかんと

いう事なのです。 

どうもついつい保全のアプローチとし

て里山の話が出るのですけれども、世界

的に話をしていくと、「日本の里山の話と

いうのは保全の話だ。そうじゃなくて、

やっぱりプロダクションとして、あるい

は食料安全保障としてどう使うかという

観点じゃなきゃいかん」と言われ、ここ 

2 年ぐらい色々な議論をしています。だ

んだんまとめてきて、絶滅危惧種が保全

される事は、結果として起こる事である。

まずは目標としては、土地を上手に使っ

ていくこと、つまり、そこが持っている

ポテンシャルをキチンと分析しながら、

そこの生産性を維持していく。それは農

業でも林業でも漁業でもそうです。その

ためには、色々な情報を集め方向性を決

めないといけないので、出来るだけ地域

で議論をして合意形成をする。その時に、

地元だけではなくて専門家の意見も色々

と入れて議論していくべきだし、行政も

入ってくる。 

そして、コモンズという話がありまし

たけれども、ヨーロッパに「コモンズの

悲劇」という話があります。ちゃんとし

たルールがなくて、コモンズだと言って

勝手に皆が使っていると、そこの牧草地

としての生産、放牧地としての生産性が

保たれないで、崩壊してしまうというよ

うな事を指して「コモンズの悲劇」と言

われているのです。それはルールがなか

ったからだ。そのルールをちゃんと保つ

ためにはコミュニティが必要で、コミュ

ニティが地域を管理していく。書き記し

た文言のルールだけでなく、しきたりみ

たいなものも含めて作っていくことが必

要だろう。そういう事に関しては、本当

に意外なほどアフリカ諸国が賛成をして

くれています。ヨーロッパでもイタリア

とか割合地中海に近い国とか、フランス

もそうですね、そういう例はある。色々

聞いていくと、特に暖かい所にそういう

例があるみたいですし、南米でもそれが

ある。それから、コメ作り文化と言うの

でしょうか、東南アジア、モンスーン地

帯ではそういう例が本当にたくさんある。

そういう中では、例えば焼畑というのが

「環境を破壊する行為」とよく言われる訳

ですけれども、無秩序な焼畑、無計画な

焼畑はうまくいかないけれども、ちゃん

とサイクルを持った焼畑というのがある

訳です。単に焼畑という言葉でもって「悪

いんだ」というのではなくて、やっぱり

地元のルールの中で焼畑を位置づけると

いうやり方がある。インドネシアの中で

もジャワ島は昔から稲作が非常に盛んで、

焼畑も上手に組み入れてやっているので

すが、スマトラは採集型の文化の集落が

多かったらしくて、そこの焼畑というの

は、どんどん焼いてしまうので、インド

ネシアの焼畑というと、スマトラ島に相

当根深いものとして見られているという

話を聞いた事があります。それも一つの

文化で、そういう土地をどういうふうに

使うかを皆で決めていくという意味で、

一つのニューコモンズが出来ないか、そ

れも一つの柱にしたいと。ただ、ニュー

コモンズに対して今度は逆に途上国の人

達が懸念する声もなくはなくて、自分達

の範囲をどこまでにするか、うるさい人
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達が入って、俺たちのものだと言うのを

嫌がる人がいなくはないのです。 

 

安田： 

1 つ、黒田先生への意見があります。

ルールというのは、人を疑う社会で生ま

れるものなんです。日本は元々日本人に

はルールはないのです。日本人は人を信

用しているから、だから“しきたり”の

方が僕は嬉しいです。今どんどん日本の

企業にルールを入れているでしょう？ル

ールは、必ずそのルールを破る悪い奴が

出てくるんです。だからルールというの

は日本の文化には合わない。せめて人と

人が信頼し合える中で作り上げた社会シ

ステム―“しきたり”ですね。そちらの

方が嬉しいと思う。 

 

司会：深見 

大島先生、SATOYAMA と言っても別

に弥生文化の里山を言っている訳じゃな

いですよね。縄文の森、アイヌの森も、

ローマ字の SATOYAMA の一つだろうと

私は思うのですが、先生のご見解は如何

でしょう？ 

 

大島： 

黒田先生の仰っている話はよく分かり

ます。それは現代の社会の中で、理念だ

けではなくて実際に生かす事も多分可能

だと思うんですよね。ただ、里山という

制度は勿論背景には農耕があって初めて

成り立つシステムですから、縄文には農

耕がない訳で、彼らの社会の中に里山と

いう概念はないんだと思います。ただ、

例えばアイヌ民族の人達のイオルの再生

事業、アイヌの伝統的な社会を再生する

という国交省の事業が、今白老町で展開

されていますけれども、今そういう形で

やったとしても権利が伴っていないので

すよね。せっかく伝統的なフキを植えた

りワラビを植えたり、色々な役に立つ木

を植えたりしますけれども、じゃあそこ

でイオルの中で鮭が獲れるか、自由に獲

れるかと言っても獲れませんし、狩猟が

出来るかと言ったら出来ない訳ですよね。

そこはちょっと違うのかなという感じが

します。だから、アイヌ民族の人達にと

って、その弥生以降の里山に相当するも

のが可能かというとどうなのかなと思っ

ています。 

それで 1 つ、私が躍起になって「環境

教育を、縄文教育を」と言うのは、背景

があるのです。私は伊達市民になって16

年ですけれども、伊達市にやって来た時、

伊達火力発電所の問題があって、市民が

環境に対してピリピリしていました。そ

の以前に伊達市民は、実は全国に先駆け

てゴミの有料化もやった街であり、全国

に先駆けてゴミの分別をやった街です。

伊達市民にとって環境問題は常に身近な

問題だったわけで、日常的に環境につい

て学習する意欲が身についていたのです。 

私は伊達の 大の宝物は「伊達市環境

基本条例」という条例だと思っています。

これは平成10年に全国に先駆けて全員公

募の市民参加型で作ったものです。市は

一切素案を作らずに、いきなり20人の市

民が集まって議論をスタートさせたそう

で、38回行われた会議は毎回ほとんど喧

嘩だったそうです。私はその場に居た事

はありませんけれども。そうやって作っ
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た基本条例を見て、私はビックリしまし

た。その環境基本条例の中に、縄文遺跡

まで入っていたのです。それは、前文で

はなくて本文の中に入っていたのです。

縄文遺跡も環境の一つだから守ろうと。

もっとビックリしたのは環境権が入って

いたことです。これも前文ではなくて、

本文の中に入っていたし、今日は生物多

様性の話ですけれども、実は生物多様性

までその中に謳われていたのです。私は

こんな素晴らしい条例を作ったんだとし

たら、ちゃんとこれを教育の中に活かさ

なきゃいけないと言って、声を大きくし

ています。私は縄文の専門家なので、縄

文教育を徹底してやっています。今日も

おそらく伊達市の北黄金貝塚には500人

ぐらいの札幌圏の子供達が訪れて、縄文

教育を受けているのだと思います。私は

教育は物凄く力はあるんだと思います。

非常に遠回りかも分からないけれども、

ひとりひとりの人間に伝えていくことが

大切ですし、そうした教育環境をつくる

ことが大事なのだと思います。 

私は色々な人に聞かれます。「伊達市は

どうしてそんなに移住者が多いんです

か？」と。そうすると、普通の人は大体

「うまいものと、うまい空気と自然がタッ

プリだ」と考えますが、それは違います。

そんなことが魅力で伊達市に来ている人

はいないと思います。私は街がこれまで

に培ってきたステータスに魅力があるの

だと思います。環境問題にとてもうるさ

く、縄文教育にうるさいという市民堅気、

それらが街を光らせているんじゃないか

と思っています。 

 

司会：深見 

場内から、何かご質問等ございました

らお願いしたいと思います。 

 

質問者 1： 

黒田先生に実務上の話として、“ビジネ

スと生物多様性基本法”という言葉がこ

の 後の所にありましたが、これが国内

法において現在、強制力を持つ法整備が

できる見通しは少しはあるのでしょうか。

私が仕事をしている埋蔵文化財について

は、文化財保護法で、原因者負担、遺跡

を壊したら金を払いなさいといったもの

があるのですが。 

 

黒田： 

生物多様性基本法の中に、ビジネスの

役割と事業者の責務というのが書かれて

いて、そういうのを考える企業を増やし

ていきましょうという事で、経済団体等

も色々な取組みが始まったところです。

いきなり「生物多様性を損なった企業は

解散」とかそういうルールを作ろうとい

う事ではなく、まずは生物多様性を配慮

した活動、例えば原材料の入手とか、事

業所を作って自然を破壊する事がないよ

うに配慮をしますというボランタリーな

取組を進めていきましょうという事です。

いきなりペナルティを出す制度を基本法

を根拠に次の法律を作っていくという動

きは今のところありません。 

キチンと守らないとペナルティという

のは、国立公園の中とか、野生生物に関

する法律にそうした制度があります。 

生物多様性基本法においては、事業を

やる時にちゃんと配慮しなさいという事
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を、企業にとってのしきたりにしていこ

うという意図があります。これからは、

倫理と経済と技術の 3 つをちゃんと融合

しないとビジネスとしては成り立たない

社会を作ろうというつもりです。 

 

質問者 2： 

私は北海道の人間ではなくて、若い時

にワンダーフォーゲル部で北海道の山が

好きになって、それ以来北海道のファン

になりました。ですが、例えば札幌の駅

で「新幹線を札幌駅まで延伸」なんて見

ると非常に寂しいのです。北海道はやっ

ぱり北海道アイデンティティというもの

を皆さんで共有化されて、この島は他と

違って孤立してもいいから、こういう島

にしたいんだという事を、是非もっと議

論して頂きたいなと、まず個人的に思い

ます。 

もう 1 つ、この生物多様性とか環境の

問題は、経済との関係が非常に密接で、

リーマンショックが起こる前までは企業

は「環境重視」と申しておりましたが、

一旦経済環境が反転しますと、もう誰も

そんな事は申しません。そういう意味で

やはり、基底にある理念がないと、その

時その時の経済環境で、特に社会で大き

な影響を持っている大企業の態度が変わ

ります。環境省による本当に実効のある

施策が必要です。色々な事を環境省や経

産省が仰り、目標値も決められます。企

業では、それを無視するような事はしま

せんが、上手く立ち回ろうとするのです。

法律違反はしていないけれど、積極的に

何か貢献しているかというと、ちょっと

問題があります。そう意味で、やはり一

体何のための生物多様性なのかという理

念をもっとハッキリさせないとと思いま

す。安田先生のお話に私は非常に刺激を

受けまして、こういう講義を是非学生さ

ん達にやって頂きたいと思います。反面

で、市場原理主義経済が発展する前から、

私は北海道の環境はどんどん悪化してい

ると思っているのです。やはりそれは、

経済との関係において成る事だと思って

いますので、先ほど申しました“アイデ

ンティティ”を是非考えて頂きたい。 

それと世界との協調と言いますけれど

も、例えば私はオハイオに 3 年間行って

いたのですけれども、あそこは本当に緑

が豊かなので、里山なんて概念が全然い

らないのです。例えば秋になると道路の

道はアライグマの死体が延々と転がるん

です。彼らはいっぱいて、それが餌を求

めて道路を横切るのですがはねられる。

そういう所と日本と、或いは今経済をも

っと発展させたい国と、一つの共通の目

標を持とうとすると、ギャップを埋める

事が大変だと思います。そういう意味で、

先進国が失敗した経験を、これからやろ

うとしている国に対し教え、同じような

失敗をせずに地球環境を保存する取組を

考えて頂けるという事は出来ないのかな

と思いました。 

 

安田： 

北海道には、里山はないのです。です

から SATOYAMA イニシアティブという

のは本州以南ではやったら良いと思うの

です。北海道はどうして里山がないかと

いうと、これは牧畜が、乳牛がいるから

です。乳牛というのは西洋から導入した
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もので、だから激しく自然も破壊された

訳です。 

ですけども、北海道は、ある意味では

先進的で伝統的な縄文の文化と、近代化

以降の西洋文明の両方をうまくミックス

して成り立っているのです。右足を縄文、

左足を近代ヨーロッパの西洋文明に置い

ている訳ですから、僕はこれが北海道の

強みだと思うのです。ヨーロッパ人やア

メリカ人の心が分かるのは、やっぱり同

じようにミルクを飲んで牧畜をやってい

る北海道の人なんです。だから今までは、

近代ヨーロッパの西洋文明だけを目指し

ていたたんだけれども、“縄文”をキチン

と北海道の人が思い出して、右足を縄文、

左足を近代ヨーロッパの西洋文明におい

て、その上に新しい文明の潮流を創って

いくことができるのではないか。それが

北海道の強みなのではないでしょうか。

期待しております。 

 

司会：深見 

有り難うございます。ほぼまとめて頂

きました。せっかくですから一言ずつ、

残りの御三方にお願いします。 

 

黒田： 

先ほどのお話の中で「先進国と途上国」

という構図はやはり中々難しくて、例え

ば、ヨーロッパ諸国は生物資源を相当昔

に使い果たしています。トラファルガー

の海戦でスペインの無敵艦隊がイギリス

に敗れた時のスペインの軍艦は、ポーラ

ンドで切り倒したでかい木を凄い金で買

って作った船で、それが全部沈められた

のです。その時代からもう自分の国では

賄えない。その後更に植民地からどんど

ん色々な資材を持って来ているのです。

白人が行って自然が変わった地域という

のは、オーストラリアだけじゃなくて各

地にあって、アフリカ辺りも相当手を入

れられた。その上で、これ以上手を入れ

るとまずいよと先進国が言う訳です。と

ころが途上国は、「いや、もっとお前らの

ようになりたいんだ。それを我が国をこ

んなに変えてしまったお前らに言われた

くない。言うんだったらもっと支援しろ」

という構図になっています。そこのせめ

ぎ合いがあって、どこをとるべきなのか。

先ほど、ポスト2010年目標というものを

言いましたが、断固生物多様性の損失を

止めるべきだというアンビシャスな目標

を達成するために100倍金を寄こせとこ

ういう話になって、どの辺で話をまとめ

るのか、次の議長国は日本と分かってい

るので、各国から、日本は「どう言うん

だろう」と見られているのです。実は非

常に頭の痛いところで、我が国はこれか

ら10月の会議の議長国ですし、その後次

の COP 11というところまで、世界の生物

多様性を牽引していくリーダー役をしな

いといけないのです。そういう中で長い

日本の歴史を踏まえた経験がどこで役に

立てる事が出来るかという視点を持ちな

がら頑張っていきたいと思います。 

 

大島： 

今、私達が も力を入れて取り組んで

いる縄文啓発・縄文教育の 1 つが、「北海

道縄文のまち連絡会」という組織の立ち

上げです。菊谷伊達市長が発案者になっ

て、全道179の市町村に呼び掛けています。



年報 公共政策学 Vol. ５ 

- 36 - 

歌志内市などを除く176の自治体には縄

文遺跡があります。そういう事もまずは

知って頂こうという事です。もう 1 つは

縄文文化の価値、北海道のかけがえのな

い遺産の 1 つなんだという価値観を共有

し、さらにそれを「まちづくり」に活用

してゆこうという目的をもって立ち上げ

ようとしています。残念ながら賛同して

くれる市町村はまだ少のうございます。

今20の市町村が賛同して下さっています。 

 

五十嵐： 

2 つほど申し上げたいと思います。1 つ

は教育です。教育というのは何か出来あ

がったものを教えるという事ではなく、

それは何故そうなったのかという背景を

一緒に考えるんだという事だと思います。

教科書に書いてある事ではなく、その裏、

その背景、それがどうなって今に繋がっ

ているか考える楽しみを教えて頂きたい

と思っています。もう 1 つ、信じるとい

う事です。信じるプロセスというのがあ

って、それはコミュニティがあって、そ

こで関係性を作るから信じるという事が

生まれるんだと思うのです。理解すると

か、話をするとか、関係を作る中で信じ

る社会が強固になっていくと思っていま

す。 

 


