
報告書

サステナブルデザイン国際会議実行委員会



現在おこなわれている地球上の多くの活動は、現実の地球の『器』から大きくはみだしてしまってい

ます。私達が目指すサステナブルな社会を実現するためには、これらの活動の規模や速度を『適切な』

大きさに整えていかなければなりません。サステナブルデザイン国際会議Destinatinon2006-2026

では、持続可能な社会・企業の運営についてをグローバルな視点で考え、社会のあり方、おしなべて

は企業とデザイン、デザイナーのあり方、役割を考えました。

サステナブル社会のビジョンをシナリオライティングで示す「サステナブル・エブリデイ・プロジェクト」

主宰のミラノ工科大学のエツィオ・マンズィニ教授をはじめ、エコデザイン、エコマテリアルなどを専門

とする多くの海外招聘講師を招いてのセッション、また、組織委員長として東京大学生産技術研究所山

本良一教授をお迎えし、今この時点より、私達はどの方向を目指し、具体的にはどのようなアクション

が必要であるかを探りました。

本会議は、2006年 12月に行われる国内最大規模の環境展示会である『エコプロダクツ2006』（昨

年度来場者数14万人）の開催に合わせて実施され、本会議の一部として開催した展示会「サステナブル・

エブリデイ展では、具体的なサステナブルな社会の姿として、世界中の学生が描くビジネスモデルを展

示いたしました。

サステナブルな社会の構築は私達に課せられた課題です。世界中の見識が集結し、現在のライフスタ

イルを含めた多くの活動や価値観を根底から見直すとともに、サステナブルな社会の実現に向けたロー

ドマップを描きました。

はじめに
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名　称	 サステナブルデザイン国際会議Destination	2006-2026

会　期	 2006 年 12月14日（木）〜 16日（土）

	 [エコプロダクツ2006開催期間中 ]

会　場	 全体会議：東京ビッグサイト会議棟 607+608 会議室

	 展示会　：東 3ホール	3097

主　催	 サステナブルデザイン国際会議実行委員会

共　催	 国際機関APO（アジア生産性機構）

開催趣旨

好転しない地球環境条件

日本をはじめとする工業先進国においては、1990 年代以降、環境適応技術開発及び製品開発分野

における進展は目覚しいものがあります。しかし、それにもかかわらず天然資源の消費傾向、CO2の排

出量、地球温暖化など、どの指標をとっても地球レベルでのサステナビリティが好転する兆しは見えてき

ません。それどころか世界中の科学者による未来予測はますます悲観的になってきています。

サステナブルな社会のイメージを描く
この状況を打破するためには、従来からの工業技術、産業経済、社会制度の枠組みの中で語られて

きたサステナビリティに関する議論を再構築する必要があります。まずは、われわれの目指すサステナブ

ルな未来の社会とはどのようなものか、その姿を可能な限り具体的なイメージとして描き出す作業を始め

なければなりません。目的地のないロードマップは作りようがないのです。

サステナブルデザインの必要性
そのためにデザイン専門領域が持つ構想力や表現力といった潜在能力を最大限に発動するサステナブ

ルデザインの必要性を確認し、あらゆる関連専門分野との連携を呼びかけるためにサステナブルデザイ

ン国際会議「Destination2006-2026」の開催を提唱します。

Destination2006-2026では、20年後の目的地に向かうためのロードマップについて考えます。

アミタ株式会社

株式会社イトーキ

株式会社 INAX

株式会社飾一

セイコーエプソン株式会社

紙人（東京紙パルプ交易株式会社）

株式会社東芝

富士通株式会社総合デザインセンター

株式会社山武

開催概要

サステナブルデザイン国際会議Destination	2006-2026	実行委員会

実行委員長　益田文和

協	賛
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開催テーマ

1.	 サステナビリティを地球環境の観点からばかりでなく、
	 社会的な意味や文化的なコンテクストからも捉える綜合的な議論へと展開する。

	 	 環境的サステナビリティ：	 地球環境に掛かる負荷を最小限に抑える

	 	 社会的サステナビリティ：	 安全、安心で公正な地域社会と国際社会作りを目指す

	 	 文化的サステナビリティ：	 価値観の変革とサステナブルなライフスタイルの追求

2.	 サステナブルな社会の実現に向けて必要となる技術やビジネスモデルについて
	 生活者の視点から考え、産業社会の新たな枠組みを探る。

3.	 サステナブルな社会のポジティブなイメージを描きだすとともに、
	 そこに至るロードマップの作成に着手する。

経済産業省

環境省	

大阪府

社団法人産業環境管理協会	

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会

社団法人日本インテリアデザイナー協会

社団法人日本グラフィックデザイナー協会

社団法人日本ディスプレイデザイン協会

社団法人日本パッケージデザイン協会	

財団法人国際デザイン交流協会

財団法人日本産業デザイン振興会

東京大学生産技術研究所

東京造形大学

NPOエコデザイン推進機構

NPOエコデザインネットワーク

NPOグリーンマップ・ジャパン

日本経済新聞社

エコデザイン学会連合

エコ産業創出協議会

国際ユニヴァーサルデザイン協議会

日本デザイン学会

日本デザイン機構

日本デザインコンサルタント協会

ネイチャーテック研究会

ユニバーサルデザイン・コンソーシアム

ユニバーサルデザインフォーラム

o2	Global	Network	foundation

o2	Japan

全体会議としてサステナブルな社会を構成する要素と考えられる7つのカテゴリーを設定し、そのそれぞれのカテゴリーをテーマとしたセッ

ションとディスカッション、また、ゲスト講師による基調講演および特別講演にて構成した。最後にクロージングミーティングでの協議を経て、

サステナブルデザイン宣言を採択し、終了とした。

また、全体会議の他に、近い将来におけるサステナブルな暮らし方の提案をビジュアルにて解りやすく紹介する展示会を開催した。

後	援

構	成
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全体会議

展示会

14木

12/

14 15 16

15金

12:00   受付
13:00   開会挨拶　   益田文和 [実行委員長・東京造形大学教授]
13:10   基調講演　   山本良一 [組織委員長・東京大学生産技術研究所教授]

13:45   1.「エコデザイン」  フィリップ・ホワイト [インダストリアルデザイナー／IDSA]
      加藤公敬 [富士通総合デザインセンター長]
14:40―休憩―（15分）
14:55   2.「ユニバーサルデザイン」 川原啓嗣 [国際ユニヴァーサルデザイン協議会専務理事]
      植松豊行 [松下電器産業パナソニックデザイン社社長]

15:50   3.「エコマテリアル」  ジャッキー・デーン [英国キングストン大学上級講師]
      益田文和  [東京造形大学デザイン学科教授]
16:45   第 1日目まとめ
17:30   交流会「ネットワーキング・パーティ」会議棟1F　レセプションホール

9:30  受付
10:30   オープニング
10:40   特別講演    テイ・ケェン・スーン [建築家、シンガポール建築研究所代表]　
11:20―休憩―
11:25  4.「サステナブルな建築・都市」 井口浩 [環境建築家]
      池上俊郎 [京都市立芸術大学美術学部教授]
12:20―昼食―
13:20   5.「ネイチャーテクノロジー」 赤池学 [ユニバーサルデザイン総合研究所所長]
      石田秀輝 [東北大学院環境科学研究科教授]

14:15   6.「サステナブルなライフスタイル」
      マリア・シシリア・ロスキャボ [サンパウロ大学建築学科准教授]
      黒崎輝男 [流石創造集団代表取締役]
15:10―休憩―
15:20   7.「サステナブルな社会」  エツィオ・マンズィニ [ミラノ工科大学教授]
      フランソワ・ジェグ [ミラノ工科大学客員教授]
16:15   企業のサステナブルソリューション事例発表　
      コーディネーター：宮脇伸歩 [INAX総合技術研究所空間デザインセンター長]
16:45   クロージング・ミーティング/ Destination2025に向けて
17:30   終了

会期：2006年12月14日（木）～16日（土）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト東3ホール／エコプロダクツ2006会場内　3097
内容：ヨーロッパ、北南米、アジアなど、世界中のデザインを学ぶ学生がワークショップを通し、サステナブル社会のビジネスモデルを

含むアイデアをシナリオとしてまとめた「サステナブル・エブリデイ・プロジェクト」は、現在までにミラノ、ブリュッセル、パ
リなどを巡回しながら、内容を常に更新しています。その成果を豊富なイラストと解説、映像等でご覧頂きます。本邦初公開。

カタログ：「明日はきっとサステナブル」
＊同時開催展示会「エコ GOOD デザイン・スクエア」

　サステナブル・エブリデイ・プロジェクト東京展

木 金 土

プログラム
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全体会議

開会の挨拶

益田文和
サステナブルデザイン国際会議実行委員長、東京造形大学教授

「皆様こんにちは、ようこそおいでくださいました。この会議は非常に急に決まったことでもありますし、それにも関わらずこれだけ沢山おいでい

ただき大変感謝しております。今回デザインの関係の方が非常に多いわけですけれども、デザインの目的というものが、人々の生活をよりよくす

ることだということに関しては、疑問を持つ人は少ないと思うのです。ただ、その場合問題は、人 と々は誰なのかということ、それから、より良

くよくするという、そのことはいったいどういうことなのかということではないかと思います。

デザインは長い間経済活動と深く関わる中で、「人々」というのは自社の商品を買ってくれる客であり、「欲」というのは、彼らが便利に楽に快

適に感ずることだと考える癖がついてしまっているのではないかと思います。人々の生活を社会のあり方まで広げて、さらには次の時代、次の世

代にまで広げ、「欲」という概念を目先の利益や便利さではなく、長い目でみた安全や安心、あるいは、安定と理解する時、デザインの社会的

役割が見えて来ます。

私たちが使うデザインという道具は、いわば諸刃の剣です。誰かにとってよいことは、他の人にとっても良いことだとは限らないわけですし、今

日の社会にとって都合の良いことが、明日の社会にとって良いことだとは限らないわけです。環境的にも社会的にもあるいは文化的にも様々なリ

スクと課題を抱えた時代だからこそ、その効果的な扱い方について、改めて考えてみたいと思います。そして、この諸刃の剣は思いの他よく切れ

るものなのです。それは、人々の心に切り込む力を持っているからだと思います。その威力を試す機会というのは、今をおいてないのではないか

と、そういう風に思っているわけです。

私どもの呼びかけに応じて、第 1回サステナブルデザイン国際会議に快くお集まりいただいたこと大変心強く思います。また、講師を快く引き

受けてくださった方々、海外から参加してくださっている方々、大変ありがとうございます。そして、この会議の共催団体である、APOアジア生

産性機構を初め、講演協賛団体および、企業の方々に深く感謝いたします。今回は、一日半という限られた時間に可能な限り多様なテーマに

ついて触れることで、サステナブルデザインの枠組みをつくりたいと考えました。その上でこれからの行動計画を建て、この会議以降のロードマッ

プを描きたいと考えています。具体的な成果を得るために、ご協力くださるよう節にお願い申し上げます。」
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2026年には+2℃に。
2006年はpoint	of	no	returnか？

「毎日、1秒間に760ｔの炭酸ガスが空気中に放出され、その炭酸ガ

スは、5000 年間空気中を漂い、我々の子孫さらには動植物の子孫に

全面的な影響を及ぼしていく。地球の表面温度は2016年に1.5℃上

昇し、2028 年には2℃上昇すると予測されている。世界の表面温度

が2℃上昇すると、大変な気候災害に我々が直面してしまう。

地球の表面の温度は後 20年くらいで2℃を突破する確立が非常に高

く、1.5℃の上昇でも100万の生物種の絶滅する危険性があり、私た

ちは、この10年・20年で、人類の命運を掛けたまさにサバイバルの

戦いを繰り広げざるを得ない状況である。」

山本教授によれば、現在、温暖化が温暖化を招く状況が進んでおり、

なんと温暖化は3倍に加速しているという。

世界中の科学者が今年の冬の気候変動を固唾を呑んで注目しているほ

どに、『ポイント・オブ・ノーリターン（取り返しのつかないターニング

ポイント）』が間近に迫っている。その中で、いかに一般の人々の「集

団的な無知」を克服していくか、10年以内におこる確実なサバイバル

のために長期的な視点で未来を考えるデザインの必要性と可能性につ

いてお話を頂いた。

現代は社会的な格差が極めて大きな時代であり、非常に複雑な問題に

直面してる。すでに進行している「現実」が「予測」を追い抜いてい

るという気候変動の事実。

この会議おいて、何を前提に議論するかを考えさせられる重要な指針

となるスピーチを頂いた。

基調講演

「MANIFEST	OF	SUSTAINABLE	DESIGN」
山本良一
組織委員長、東京大学生産技術研究所
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エコデザイン1. 

「GREEN	DREAMS	IN	REVERSE	-	Okala」
フィリップ・ホワイト
インインダストリアルデザイナー、アメリカインダストリアルデザイナー協会環境部門責任者

「富士通のサステナブルデザイン」
加藤	公敬
富士通株式会社	総合デザインセンター長、かながわデザイン機構副理事長、国際ユニヴァーサルデザイン協議会理事

デザイナーには夢が必要

アメリカインダストリアルデザイナー協会環境部門の責任者であるフィリップ・ホワイト氏の

プレゼンテーションのキーワードは「夢」。フィリップ・ホワイト氏の言う「夢」とは感受性、

アイデア、ビジョンそして閃きであり、それらはデザインという仕事をする中で核心の部分で

あるということだ。何かを有形に落とし込むために何より必要なものである。

現実には、南極の氷の大規模な融解など温暖化をはじめとるす環境の悪化という『悪夢』

がハイスピードで広がっている。

しかし、その中でいかにポジティブな「夢」を思い描くかが重要であると氏は言う。

バイオミミクリ（生物模倣）や新しい自然エネルギー技術の例にふれながら、また、彼が開

発したプロダクトデザイナー向けのエコデザイン教育プログラム、「Okala（オカラ）」とその

評価法等を紹介しながら、「GREEN	DREAM」を呼びかた。

「夢を持つ事で現実がいい方向へ向かう」という、勇気づけられるスピーチとなった。

企業の環境への取り組み、環境ブランド価値

1977 年、富士通社が国内初のパソコンを発売してから数えきれないパソコンや携帯電話、

また、情報家電が生産されてきた。そして結果として、同時に多くの環境負荷も与えてきて

しまったのではないか。

ITのパイオニア企業として富士通社は、早い段階から企業の責任として、そのような問題に

目を向けてきた。環境に対する取り組みは、企業の負担ではなく、企業としての存命にかか

わる重要な問題であるという意識を持ち『すべてをグリーンにします』というスローガンをか

かげ、『サステナブル経営』を行っている。例えば、製品の流通において在庫をなるべく少な

くするなどの工夫、化学物質の排出削減、工業廃棄物削減の配慮、省エネルギー対策、製

品のリサイクル対策などの活動などがあり、また、それらを新聞広告等できちんと消費者に

伝えてゆく事の重要性などについてもお話頂いた。また、デザインセンターとして独自に取り

組むサステナブルデザインのアドバンスモデルについてもご紹介いただいた。
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ユニバーサル・デザイン2. 

川原啓嗣
株式会社キッド・ステューディオ代表取締役、国際ユニヴァーサルデザイン協議会専務理事

「サステナブル・ユニバーサル・デザイン」

植松豊行
松下電器産業株式会社	パナソニックデザイン社社長、兼	上席理事、本社デザイン企画グループグループマネージャー

「	革新デザイン創出への取り組み	〜	エコ	&	ユニバーサルデザインの実践」

発展するユニヴァーサルデザインの概念

平均寿命の伸びや出生率の低下により少子高齢化が急速に進展している日本。2005年

秋には 65歳以上が全人口に占める割合、いわゆる高齢化率は 20％を超えた。50歳以

上の全人口に占める割合で見ると、現時点でも既に 40％を超えており、５人の内２人

が 50歳以上という、かつて世界中のどの国も経験したことの無い、ある種異常な社会

構成となっている。このようなお手本も何もない社会において、人々は叡智を集結し、

未来に生きる人を含むあらゆる人々の暮らしやすい社会を私達自身の手で実現して行か

なければならない。

状況を正しく理解し、従来のユニバーサルデザインの概念にとどまらず、サステナブル

デザインやトランスジェネレーションデザインの理念も含めて発展することが社会正義

であり、また、望まれている。2006年秋に開催された国際ユニバーサルデザインの報

告を交えながらお話をいただいた。

サステナブルデザインとしてのユニバーサルデザイン

環境配慮、ユニバーサルデザイン、その双方を実に商品に活かしておられる松下電器産業。

特にユニバーサルデザインの考え方は、戦後間もない創業の当時 1942年から、社のDNA

として根強く受け継がれているという。社内でユニバーサルデザインの思想を徹底するための

独自のガイドライン、また、クオリティを高めるために社内高議決機関にユニバーサルデザイ

ン検討会を設置するという特徴などについてを、その結果生み出されてきた製品例をふまえ

ながらご紹介いただいた。

また、「クローズドループ」という、新しい考え方をご紹介頂いた。これは、あらゆるポイン

トにおいて後世にまったくマイナス要因を出さないようにするという考え方だ。

時代時代において刻 と々変化する技術や、求められる要素についてを考え、そのトータルバ

ランスでポイントを捉えて行くことの重要性をお話頂いた。
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エコマテリアル3. 

「MATERIAL	VALUE	-	Creative	and	economic	potential	of	materials	made	from	waste」
ジャッキー・デーン
英国キングストン大学教授、リマテリアライズプロジェクト、クリエイティブリソース主宰

「サステナブル素材 -	sustainable	materials」
益田文和
実行委員長、東京造形大学教授、株式会社オープンハウス代表取締役、LLPエコデザイン研究所所長

エコマテリアル調査プロジェクト

ジャッキー・デーン氏の取り組む大規模な素材調査研究プロジェクト「クリエイティブ・

リソース・プロジェクト」。彼女はデザイナーの役割は、再生素材や新しい環境配慮素

材の市場を開拓し、社会の持続可能性を高めていくことであり、その可能性があると言

う。目的はただ素材がリサイクルされることだけではなく、その中から見いだされる新

しい美しさと価値であり、その新しい価値を発見できるのがデザイナーであると話す。

プロジェクトの一環である素材ライブラリは、製造・技術・デザインの 3つの要素の

触媒の役割を果たしており、それにより生まれる新たなビジネスモデルを通して、環境

への負荷を減らしながらも快適性のある新たな文化の構築を目指している。この取り組

みに対して、その創造的且つ経済的な価値の大きさから英国政府も好意的に研究を評価・

支援している。

グローバル化に伴い、世界中が類似した消費パターンになりつつある。私たちは自らの

蓄積された経験と知恵を分かち合うことで、持続可能生の高い快適な状況を作り出すこ

とができるということをお話いただいた。

記憶のデザイン、素材と新しい技術の出会い

トム・ジョンソン氏が1994年より開催されている国際的なデザインコンペティション『IDRA

（International	Design	Resource	Award）』。このコンペティションには発足以来、6回

に渡ってリサイクルとリユースをテーマとした何 100という素晴らしいアイデアが世界各国か

ら寄せられている。それらは、20世紀の国際的なビジネスの世界で成功を収めた多くのイ

ンダストリアルデザインの系譜とは大きく異なる、新しい流れを作り出すプロジェクトであり、

20世紀型の物の作り方から、21世紀型の物の作り方への架け橋的役割を果たしたデザイ

ン運動でもあったといっても過言ではない。

素材は一般的にはリサイクルされればされるほど、価値が下がると言われている。しかし、

デザインはそのカスケードリサイクルという原理原則をアップグレードリサイクルに変えて行け

るちからがあること、素材と新技術が出会うことで新しい価値が生まれてくることにつ

いて、数々の作品紹介を通してお話いただいた。
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特別講演 

「ARCHITECTURE	AT	A	TURNING	POINT」
テイ・ケェン・スーン
建築家、シンガポール建築研究所代表、シンガポール都市計画機構（SPUR）理事長

大都市から中規模分散型都市へ

グローバル化にともない、世界中に大都市が急増した。

例えば上海は今、人口は1600万人と言われ、メキシコシティは

1500万人に近づいている。そして、農村地方から都市に沢山の人が

流入している。

「このようなモデルはいつまでも続けることはできない。」	テイ氏の

プレゼンテーションは『将来はこれでいいのか？、どうあるべきか？』、

『世界には沢山の大都市がある。こんなに多くの大都市が必要なの

だろうか？』という、現状の都市のあり方に対する問いかけがいたる

ところに聞くことができた。

テイ氏の考えは、大都市はもう無理であり、それよりも中規模で分散

型の都市の方が、より幸せな暮らしができるのではないかということ

だ。現在あるような大都市の人口の半分に減らし、人口10万人位の

美しい小さな街を国の全土に分散してつくるというものだ。そのほう

が環境的にも長続きして、住む人も幸福ではないか。

発展途上国においては、先進国に追いつこうという意識が高いあま

りに、その地域性を見失いがちである。情報化の現在においては、情

報が消費者にも届けられるようになり、消費者が自分の好きな家も

作れるようになった。

これまでとは全く違うデザインに関わる「審美」が生まれなければな

らない。「繰り返さないこと」を大事にする時代になるというスピーチ

を頂いた。
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サステナブルな建築・都市4. 

「ミレニアムシティ」
井口	浩
環境建築家、株式会社フィフス・ワールド・アーキテクツ代表、NPO法人ミレニアムシティ理事長

「既存都市・近郊自然の循環再生大阪モデル」
池上俊郎
建築家、京都市立芸術大学美術学部教授
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くりもとミレニアムの実験的コミュニティづくり

千葉県栗源村にある「くりもとミレニアムシティ第一期」。環境まちづくりNPO	法人ミレニ

アムシティが自力建設したエコロジービレッジである。ガラスの温室のような建築物の中に

COYAと呼ばれる木造の小屋があるという構造をしており、パッシブソーラーシステム、ビオ

トープの浄化槽の利用等、いたる点で自然そのままのエネルギーを活用している。このミレ

ニアムシティはまったく新しい森林や都市のあり方を問い直すプロトタイプエリアである。

このような新しい都市像を提案し、実際に建設、運営し、次々に環境蘇生エリアを広げてい

く予定であるという。

このミレニアムシティは「生活を変えなければならない」と考える個人々々の考え方・希望

が集まる事で実現された例であり、従来の消費型社会を持続可能型の社会に変えていくた

めのものである。個人レベルのパラダイムシフトを社会全体に広げてゆく事は可能であり、そ

のキーワードとして、デザインが特に重要だというお話を頂いた。

生命科学を基盤とした都市再生

池上氏の取り組んでいる研究「既存都市、近郊自然の循環型再生大阪モデル」プロジェ

クト。今現在、すでに存在している都市をあるがままに活かしながら、周囲の自然を捉

え、循環型かつ人が暮らしやすい都市に変えて行く、というプロジェクトである。

池上氏が暮らす大阪という町をターゲットとして、生活美学としてのエコデザインによ

り創循環型社会、環境先進都市にしようという研究について、既に実験がはじまってい

る具体的な例ー海洋生物回帰装置「シーサイドフアーム」、工場型農業装置「シーファーム」ー

についてご紹介頂いた。

我々は工業都市の在り方を「生命体とともにある工業都市」という形に変換していかな

ければならない。生命体が持っている力をより強化するということを私たちが行ってい

くことが次のデザインの課題であり、フラットな産業構造の形成に必要であるとお話頂

いた。



ネイチャーテクノロジー5. 

「ネイチャーテクノロジー」
赤池	学
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所所長、科学技術ジャーナリスト

「Novel	Technological	ethics	Nature	Technology」
石田秀輝
東北大学院環境科学研究科教授

1�The International Conference of Design for Sustainability  -  Destination �006-�0�6　|

自然（昆虫）に学ぶものづくり

現在のものづくりは多様なユーザーを意識し、使い勝手を考えたものづくりをなされている

が、商品に関わる多様なステークホルダー達に対してメリットを与えていくことも重要である。

その為には「ユニバーサル・リレーション」のデザインが重要であり、それを考えた時に、最も参

考になるのがまさに自然のなかにあるという。

例えば、新たにわかったシルクの多様な機能を発展途上国とつなぐ事で新しい地域産業が生

まれる可能性がある。

昆虫の神経構造のように分散したCPUを持つ新しいモビリティや、「大手町カフェ」にある生

ゴミで発電をするバイオマスステーションなどといったエコシステムを模した沢山の事例をモ

デルに、自然生態系を模倣していくテクノロジーが今後、時間と共に益々重要になってくるだろ

うと、その潜在的な可能性の深さについてお話をいただいた。

精神欲をあおるテクノロジー産業

今現在我々は多くのジレンマを抱えている。それは、環境テクノロジーが進歩しているにも関

わらず、ライフスタイルの変化により、いっこうに成果が見えてこないという事だ。それには、

テクノロジーも必要であるが、生活の仕方自他をもっと考え直さなければならないのではな

いか。厳しい制約因子のある中で、サステナブルな社会を作ろうという試みだけではなくて、

本質的に文明を変え、新しい文明を作るぐらいのスタンスで生活価値を考えていかなければ

いけないのではないか。

人は、「生活価値の不可逆性」、つまり一度得た快適性を容易に放棄できないという性質を

もっている。それをどうのりこえていくかが課題であり、デザイナーとエンジニアがもっと共

通言語を持ちながら共に「精神翌を煽るようなものづくり・テクノロジー」を開発してゆく必

要があるというお話をいただいた。



サステナブルなライフスタイル6. 

「Life	Style	and	our	Urban	Future:
	Thoughts	on	Displacement,	Homelessness	and	Recyclable	Material	Collection」
マリア・シシリア・ロスキャボ・ドス・サントス
哲学者、デザイン史家、サンパウロ大学建築学科准教授

「ライフスタイル」
黒崎輝男
デザインプロデューサー、流石創造集団株式会社CEO

ホームレスと大都市の資源循環

熱帯に属し、パラダイスというイメージを持たれているブラジル。しかし実際は、貧困や格

差などの多くの問題、葛藤を抱え、そのイメージとはまったく異なる面を持つという。

とりわけ、大都市サンパウロに於いては、人口の増大、そして、それらにより急増するエネルギー

と天然資源の需要、さらにはゴミの排出も増大してる。そのような都市において、ホームレ

ス達は廃棄物を回収し販売することのよって生き延びている。ロスキャボ氏は彼らは社会に

おける物質の循環を担っており、また、それは社会に対する抵抗運動であると話す。

「ライフスタイル」はまさに社会状況を映し出す「鏡」であり、物質文明に対する「指針」

である。このことは些細な問題として捉えるべき事ではなく、あらゆる情報をつなげて考え、

対応策を考えていかなければならないとお話頂いた。

世田谷ものづくり学校とスクーリングパッド

世界でおこっている貧困、環境の問題に対して、多くの会議が開催されている。しかし、そ

のアカデミズム自体が非常に高度なものにも関わらず、実際にはそれが町や暮らす人々には

届いていない。また、若者たちは社会に出てやりたいことをやってやろうと思ってもそれを受

け入れる社会がない。

「熱がなかったら実際に物事が起きない」という思いから黒崎氏が行った数々の表現やイベ

ントをご紹介いただき、また、日本やパリの若者、そして廃品をうまく活用して家具をつくる

デザイナーの例を挙げながら、世界的には若者たちがその新しい価値観に共感を始めている

ことや、新しい価値の提示をし続けることで、新しい価値のライフスタイル=サステナブルな

ライフスタイルに都市が向かっていくのではないかというお話を頂いた。
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サステナブルな建築・都市7. 

エツィオ・マンズィニ
ミラノ工科大学教授、サステナブル・エブリデイ・プロジェクト主宰

「Sustainable	society：Sinalios	of	Urbun	Life」
フランソワ・ジェグ
インダストリアルデザイン戦略コンサルタント、ミラノ工科大学教授

「Sustainable	society：Signals	and	visions」

Distributed	economy	and	creative	community、
Co-housing

サステナブルな社会への移行というのはライフスタイル、ものづくり、そして思想という体系

的な変化が必要である。私たちが生活をする上で、環境問題という大きな壁、つまりは環境

に与える負荷の視点から多くの制約があることが明らかになっている。しかし、その制約要

因があるという状況は、今ではもう、当たり前のことであり、前提条件であるということが認

識されつつある、とマンズィニ教授は言う。

「サステナビリティを語る際には、通常の考え方から出て、ラジカルな違う視点を持つ必要

がある。」

「ローカル」と「ネットワーク」というキーワードのもと、ワークショップを通じて学生たち

が考えだした新しいサステナブルな暮らし方のアイディアをご紹介頂きながら、デザイナーと

して私たちはアイデアを提示するだけではなく、それと同時にそれらのアイディアは実現する

ための可能性があるという事を提示しなくてはならないとお話頂いた。

Sustainable	everyday

「私たちが思い描くサステナブルな都市の姿には、多種多様な答えがあり、それは状況によっ

て変わってくることもあるかもしれない。」

このような流動的な日常生活が、社会面や環境面でサステナブルであるためには、天然資源

の消費を最小限に抑え、新たな形の社会構築を促すような、まったく新しいサービスを生み

出す必要がある。

ジェグ氏とマンズィニ氏がともに取り組んでいる「サステナブル・エブリデイ・プロジェクト」

の国際ワークショップでは、そのような学生たちから多くのそのようなアイデアが生まれた。

その断片的なアイデアを1日の暮らしの様子として繋げて練り上げ、さまざまな日常の場面

に対応し、複数のニーズを満たす6つのマルチサービス・センターの実現予想図シナリオを

ご紹介頂いた。
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コンセプトモデルで探る未来のデザイン

2006 年度グッドデザイン賞の新領域部門を受賞した INAXサステナブルデザインプロジェ

クト。「入浴」「食」「排せつ」の各領域について革新的なアイディアのコンセプトモデルを発

表している。「自分にとって価値があるから選ぶ」という暮らし方の新しい選択肢を創るため

にデザイナーが想像力を発揮していく必要があるという考え方とプロジェクト全体のコンセプ

トをご紹介頂いた。

企業のサステナブル・ソリューションとして取り組みを発表頂いた。

コーディネーター：

宮脇伸歩	[ 株式会社 INAX総合技術研究所空間デザインセンター長 ]

ものづくりを根本的に変えていくインクジェット応用技術

小さなインクの粒を飛ばして紙に印刷するインクジェット技術。この技術を応用する事により

様々な材質を小さな液滴にし必要なところへだけ付けることが出来る。色々な電子デバイス

を資源、エネルギーともに無駄なく活用でき、コストダウンにもつながる。ものづくりを根本

的に変えていく技術として、サステナブルな社会のものづくりのあり方への提案をご紹介頂い

た。

『ユーデコスタイル』で共生を目指す

『ユーデコスタイル』とはユニバーサルデザインとエコデザインを掛け合わせて作られた造語

であり、全ての人が持続的に快適に暮らせる共生社会を作っていくことを目指したコンセプト

である。その企業精神をもとに、近年の特に素材にこだわったり製品開発を行っており、そ

の例として、農業活動から排出される農産廃棄物（麦わらであるとかひまわりの種）を用た

家具をご紹介頂いた。

「SUSTAINABLE	&	ADVANCED	DESIGN」
株式会社 INAX 総合技術研究所空間デザインセンター

「インクジェット技術がものづくりを変える」
セイコーエプソン株式会社

「イトーキのUd&Eco	style」
株式会社イトーキ

企業の取り組み発表
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エコペーパー・コミュニケーション・ウェブサイト

環境に配慮した紙の情報を集め、コミュニケーションを醸成するためのウェブサイト「紙人（か

みんちゅう）」。情報メディアとしてのサステナブルのあり方を考え、身の回りにどんな紙があっ

て、それにはどんな物語があるのかということを紹介している。印刷・加工技術等のプロフェッ

ショナル向けのコミュニケーションチャンネルからライフスタイルにおける紙の役割まで、幅

広い対象に向けて情報提供を行っている。

ソーシャルプリンティングカンパニー

ものづくりだけではなく、カーシェアリングや営業活動、そして印刷物の素材選び、インキ

製造方法、梱包、納品までの一貫した環境配慮の取り組みが評価され、大川印刷は2006

年度第 8回グリーン購入大賞を受賞した。従来の印刷会社として役割はもちろん、環境問

題や高齢化社会、医療等における様々な社会問題に関して、印刷という仕事を通じた貢献

を目指している取り組みをご紹介頂いた。

新しいグループシンボル「azbil」

2006年で100周年を迎えた山武。次の200周年を迎えるため、皆で問題意識を共有し、

全社員が同じ方向に向かって一気に進めるよう、新しく生まれ変わることを象徴するグルー

プシンボルとして「azbil（アズビル）」という新しいブランドを掲げた。『「人を中心としたオー

トメーション」で、人々の「安心、快適、達成感」を実現するとともに、地球環境に貢献す

る』というグループ理念について、映像を交えてご紹介頂いた。

デザイナーのスキルを上げる

富士通全体の「サステナブル経営」という取り組みの一方、デザインセンターで独自に取り

組んでいる『サステナブルデザインプロダクト』についてご紹介いただいた。魅力感、愛着

感を含め、再利用性を考えたデザインを提供することで持続可能な社会に貢献する事をテー

マとし、デザイナーの持っている力を商品品質としてユーザーの感性に訴えるものを作ってゆ

くという考えのもと、社内のサステナブルデザイン教育にも力を入れている。

「紙人（かみんちゅう）」
東京紙パルプ交易株式会社

「中小企業だからこそ出来るサステナブルな社会実現への行動」
株式会社大川印刷

「人を中心としたオートメーション」
株式会社山武

「富士通のサステナブルデザイン」
富士通株式会社	総合デザインセンター
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会議の様子

http://www.openhouse.co.jp/EDI/destination2026/sd/index.html

ひとつひとつのセッションの合間のディスカッションはそれだけでも

一つの会議として成立するほど、大変充実した内容となった。

特に、「デザイナーはあまりにも、ものづくりをしなければならない

という強迫観念にかられているのではないか？」という会場からの

意見には多くの方が、共鳴を示し、価値観の変革を見る事ができ

た。

限られた時間内で全ての疑問を明らかにすることは困難であっt

が、新しい課題の発見と方向を垣間見ることができた。

会議は『サステナブルデザイン宣言』の採択をもって幕を降ろした。

参加者延べ人数　267名

一般 75名、　法人 60名（20社）、　学生 60名、

講師 16名、ご招待（協賛・プレス他）56人

海外からの参加者 32人

参加国　21カ国・地域

カンボジア、フィジー、インド、中華人民共和国、大韓民国、

ラオス人民民主共和国、マレーシア、ネパール、パキスタン、

シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナム、アメリカ、イタリア、

フランス、ブラジル、イギリス、香港、スウェーデン、日本

参加者
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私たちは、デザイナーとしての能力の全てを挙げて、世界の人々が今後何世代にもわたって人間らしい生活を長く続け

てゆくことができる、サステナブルな社会の実現のために寄与する。

We	designers	and	design	specialists	will	use	our	abilities	to	the	utmost	to	help	realize	sustainable	

societies,	so	that	future	generations	may	continue	their	human	life	on	this	planet	far	into	the	future.

一、	 私たちは、製品、施設、サービス、システム等のライフサイクルを通じて資源・エネルギーの消費を極力抑

え、可能な限り環境に負荷を与えることがないようデザインする。

We	will	 create	designs	with	 the	 lowest	possible	environmental	 impacts,	by	minimizing	

resource	and	energy	consumption	 throughout	 the	 life	cycle	of	products,	 structures,	

services,	and	systems,	etc.

一、	 私たちは、公平と公正を重んじ、本当に必要なものを可能な限り多くの人々が利用できるようにデザインする。

We	will	create	designs,	with	due	regard	for	equity	and	justice—so	that	things	that	are	truly	

needed	can	be	used	by	the	greatest	number	of	people.

一、	 私たちは、人々の歴史や風土を背景とする様々な価値観を認めあい、文化的多様性を尊重してデザインする。

We	will	create	designs	with	due	respect	for	cultural	diversity—by	recognizing	diversity	 in	

people’s	values,	which	are	rooted	in	their	history,	customs	and	traditions.

一、	 私たちは、サステナブルな社会の姿を具体的な形として描き出し、デザインによって人々の心に働きかけるこ

とでその実現を目指す。

We	will	show,	in	as	much	detail	as	possible,	images	of	what	the	future	sustainable	society	

will	look	like,	and	inspire	people	with	designs	to	make	it	a	reality.

私たちはサステナブルな社会のイメージを多くの人 と々共有するために、なるべく具体的な絵をたくさん描こう。そして、

そうした社会を可能な限り早い時期に実現するために、到達地点に至るロードマップの作成に着手しよう。

We	will	offer	designs	that	are	as	concrete	as	possible	so	that	the	greatest	number	of	people	can	

share	a	vision	of	sustainable	society.	And	to	help	society	arrive	at	that	destination	quickly,	we	will	

draw	roadmaps	to	get	there.

2006 年 12月15日サステナブルデザイン国際会議	”	Destination	2006-2026”	参加者一同

December	15,	2006	Participants	in	“Destination	2006-2026”	International	Conference	of	Design	for	

Sustainability

サステナブルデザイン宣言
Declaration	on	Sustainable	Design	
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Sustainable	Everyday	
サステナブルな都市生活を模索する国際デザイン研究プログラム

「都市生活におけるサステナブルなソリューション」をテーマとするデザイン研究プロジェクト

"Sustainable	Everyday" は 2001 年から2003 年にかけて国際的な規模で行われた。その主な内

容は、同じテーマ、同じ方法で行われた15のワークショップ。このプロジェクトはミラノ工科大学の

エツィオ・マンズイニ教授とフランソワ・ジェグ氏により主導され、中国、韓国、日本、カナダ、米国、

ブラジル、インド、フランス、フィンランド、イタリアの10カ国とのデザイン教育機関との協同により

実現した。

プログラムの目的は、サステナブルな暮し方に関する一連のソリューションの開発（可能性のありそう

なソリューションに関するカタログ）。また、このテーマの元にデザイン教育機関のネットワーク「サス

テナブルデザイン国際ネットワーク」を作るという意味もあった。

若いデザイナーたちをセンシティブなオブザーバーとして、また、新しくて可能性のあるソリューション

のプロモーターとして選んだこのプロジェクトは、現在も日々更新され、より明確なサステナブルな暮

しの姿と提案を描き続けている。

展	示	会

サステナブル・エブリデイ・プロジェクト東京展

「サステナブル・エブリデイ・プロジェ
クト」のミラノトリエンナーレ展の際
のカタログ。提案されたシナリオがま
とめられている。
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サステナブルな都市のアイディア：提案とケーススタディ

私たちが思い描くサステナブルな都市の姿には、多種多様な答えがあり、それは状況によって変わってくることもあるかもしれない。

このような流動的な日常生活が、社会面や環境面でサステナブルであるためには、天然資源の消費を最小限に抑え、新たな形の社会構築を促すよう

な、まったく新しいサービスを生み出す必要がある。展示会ではそのような事例を豊富なイメージと映像により紹介した。

この「サステナブル・エブリデイ・プロジェクト」はサステナブルデザイン国際会議	Destination	2006-2026の一環として、本邦初公開となった。

本展示会に併せて製作されたカタログ。左ページのトリ
エンナーレ展カタログを基に日本版として再編集した内
容。編集：サステナブルデザイン国際会議実行委員会、
翻訳監修：枝廣順子
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講師一覧

各講師プロフィール詳細はホームページをご覧下さい。

山本良一	
東京大学生産技術研究所教授。環
境材料科学、エコデザイン学、環境
経営学が専門。「1秒の世界」「気候
変動 +2℃」他責任編集。

フィリップ・ホワイト
インダストリアルデザイナー。アメリ
カインダストリアルデザイナー協会環
境部門責任者、ポートランドLCAア
ドバイザー。

加藤	公敬
富士通株式会社	総合デザインセン
ター長。かながわデザイン機構副理
事長。国際ユニヴァーサルデザイン
協議会理事。

川原啓嗣
株式会社キッド・ステューディオ代表
取締役。国際ユニヴァーサルデザイ
ン協議会専務理事。

植松豊行
松下電器産業株式会社	パナソニック
デザイン社社長、兼	上席理事、本社
デザイン企画グループグループマネー
ジャー。

ジャッキー・デーン
英国キングストン大学教授、環境配
慮製品・素材の調査研究、リマテリ
アライズプロジェクト、クリエイティ
ブリソースを主宰。

益田文和
東京造形大学教授、株式会社オープ
ンハウス代表取締役、有限責任事業
組合エコデザイン研究所所長、o2	
Japanリエゾン。

テイ・ケェン・スーン
建築家、シンガポール建築研究所
代表。シンガポール都市計画機構
（SPUR）理事長。学技術ジャーナ
リスト。

井口	浩
環境建築家、株式会社フィフス・ワー
ルド・アーキテクツ代表、NPO法人
ミレニアムシティ理事長。

池上俊郎
建築家。京都市立芸術大学美術学
部教授。建築を中心に都市計画、景
観デザイン、インテリアデザイン分野
で活動。

赤池	学
株式会社ユニバーサルデザイン総合
研究所所長、科学技術ジャーナリス
ト。

石田秀輝
東北大学院環境科学研究科教授。「自
然のすごさを賢く活かす」ものつくり
のパラダイムシフト実現に国内外で積
極的に活動。

マリア・シシリア・ロスキャボ
哲学者、デザイン史家、サンパウロ
大学建築学科准教授。

黒崎輝男
デザインプロデューサー。流石創造
集団株式会社CEO。新しい学びの場
「スクーリング・パッド」を開校。

エツィオ・マンズィーニ
ミラノ工科大学教授。サステナブル・
エブリデイ・プロジェクト主宰。

フランソワ・ジェグ
インダストリアルデザインにおけるデ
ザイン戦略コンサルタント。ミラノ工
科大学教授。
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組織委員会名簿
赤池学／ユニバーサルデザイン総合研究所 *

芦原太郎／芦原太郎建築事務所代表取締役

池上俊郎／京都市立芸術大学教授 *

石田秀輝／東北大学大学院環境科学研究科教授 *

枝廣淳子／有限会社イーズ代表 *

大島礼治／オオシマデザイン設計代表取締役 *

加藤公敬／富士通総合デザインセンター長

河北秀也／日本ベリエールアートセンター代表取締役

川床優／ユニバーサルデザイン編集長

川原啓嗣／国際ユニヴァーサルデザイン協議会	専務理事

喜多俊之／グッドデザイン賞審査委員長

黒崎輝男／流石創造集団社長

財満やえ子／東京造形大学教授

佐藤博之／グリーン購入ネットワーク事務局長

佐野寛／モスデザイン事務所代表取締役

白澤宏規／東京造形大学学長

高北幸矢／名古屋造形大学学長

竹本徳子／カタログハウス取締役

中川邦彦／東京造形大学教授

船曳鴻紅／日本デザインコンサルタント協会代表幹事 *

益田文和／東京造形大学教授 *（実行委員長）

宮脇伸歩／ INAX	総合技術研究所	空間デザインセンター長 *

宮城壮太郎／宮城デザイン事務所代表

山際康之／東京造形大学教授

山村真一／コボデザイン代表取締役社長 *

山本良一／東京大学生産技術研究所教授（組織委員長）

和爾祥隆／創造学園大学芸術学部特任教授

*= 実行委員兼任	

	

編集・発行：サステナブルデザイン国際会議事務局
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