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テーマ│ Theme

アジアの未来をシェア！／ Share Asian Future!

北 九 州市 で開 催する今回の第 8 回サステナブルデザイン国 際

Let's share ideas and thoughts about the sustainable future in Asia

会議では、アジアの皆で私達の未来を考え、考えや想いをシェア

on this conference to be held in Kitakyushu city, Japan!!

しましょう！北九州や日本の各都市で行われている持続可能な取

In considering sustainability, learning sustainable efforts in Asia

組みをはじめ、アジアや各地で行われている持続可能な取組みを、

and local communities are very important as well as in the city of

コミュニティやものづくり等生活に身近なテーマや事例を通して、

Japan and Kitakyushu.

比較し、共通点を探り、サステナビリティについて考えを深めて

The 8th International Conference of Design for Sustainability will

いきたいと考えています。

provide a valuable opportunity for the participants to find the

私達の暮らしと密接に関わるサステナビリティ。日本、アジア

common challenges and hints for solutions through exchanging

の 2 つの視点から共通点と課題を探り、これからの未来をデザイ

ideas and learning from each other. The results of this international

ンし、本会議で生まれた成果を日本だけでなく、アジアへ向けて

conference will be shared among Japanese and people in wider

シェアしていくことを目指します。

Asia for designing the sustainable Asian Future.

第 8 回サステナブルデザイン国際会議 Destination2013-2019 報告書
Report of The 8th International Conference of Design for Sustainability, Destination 2013-2019
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第 8 回サステナブルデザイン国際会議開催にあたって 益田 文和／サステナブルデザイン国際会議実行委員長

はじめに
Introduction

On the event of the 8th International Conference of Design for Sustainability

開催地の東田は、1901 年に官営八幡製鐵所ができ、製鉄

With the establishment of the Yawata steel works in 1901,

開催概要

を中心に発展した傍ら公害を経験した土地です。現在では、

Higashida became the starting point of Japan's economic

Outline

産学官民で公害を克服し、エネルギーのまちとして生まれ変

expansion and industrialization. Today, through the

プログラム

わっています。

collaboration of academia, industry, and civil society, the

Fumikazu Masuda / The Executive Committee Chair of The International Conference of Design for Sustainability
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08

現在この地では、
「北九州スマートコミュニティ創造事業」

Conference Ⅰ

基調講演 1「東田の持続可能なまちづくり」加茂野 秀一氏

カンファレンスⅡ Conference Ⅱ
20
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基調講演 4「レジリエンスとは何か〜紛争と津波から学んだ

28

ものづくり

分科会

循環

30

The ongoing "Kitakyushu Smart Community Creation

電力は、隣接している製鐵所の中にある天然ガスのコジェ

Project" is an initiative that demonstrates the intelligent

ネレーションにより発電し、まちに特定供給している日本で

use of energy within a region. Electric power is sourced

唯一の自立分散型のシステムです。

from a cogeneration system owned by the neighboring

このような東田において、技術や仕組みだけでなく、ここ

steel plant and shared with the local community in an

で生活をする方や働く方、訪れる方が「このまちに住んでよ

independent power distribution system ̶ the only one

かった」
、
「このまちに関わってよかった」と思えるまちにし

of its kind in Japan. In this case, however, it is not only

たいと考えています。このような想いにより今回の国際会議

technology that makes this possible, but cooperation

を東田で開催します。

in building a place with which people are proud to be

今回の主役を学生としました。北九州で学ぶ方はもちろ

associated. It is in this spirit that we hold this International
Conference in Higashida.

の国や地域で行う取り組みや持続可能な社会についての考

Taking a leading role in this conference are university

エクスカーション報告

えをもとにディスカッションし、お互いの持続可能な社会に

students. Of course those from the Kitakyushu area are in

Excursion Report

ついて理解を深めていただきました。

attendance, but also those from all over South and Southeast

アジアや地方で行われている取組みを、コミュニティやも

Asia have been invited, in order to bring to this region a spirit

Impression report from participants

のづくり等生活に身近なテーマや事例をもとに、比較し、共

of cooperation, deeper understanding, and to come to a

次回、第 9 回サステナブルデザイン国際会議について

通点を探り、私達が考える持続可能な社会について考えを

common goal of seeking a more sustainable society.

基調講演 5「レジリエンスに裏打ちされたサステナビリティ」

About Next, The 9 International Conference of

深め、課題を発見していただきたいと考えました。

This Conference represents to us an opportunity to realize

枝廣 淳子氏

Design for Sustainability

Keynote Speech 4 "What is resilience? ̶ What I've

32

learned in the wake of disaster and strife"
Suvendrini Kakuchi
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Resilience" Junko Edahiro
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この国際会議を機にこの東田で学び、Asian future を実現
できるまちにしていきたいと思います。

Keynote Speech 5 "Sustainability based on
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というエネルギーをまちで賢く使う実証が行われています。

ん、東南アジアを中心に海外より学生をお招きし、それぞれ

トラベリングワークショップ報告

Traveling workshop Report

レジリエンス〜」スヴェンドリニ・カクチ氏

16

分科会
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from children and nature" Manabu Akaike
14
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基調講演 3「ものづくりは子どもと自然に学べ」赤池 学氏
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Keynote Speech 2 "Community Architect Network
Cambodia" Sok Visal
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Future".
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On the event of
the 8th International Conference of Design for Sustainability

第 8 回サステナブルデザイン国際会議 開催にあたって

人間は古代より、世界各地で様々な文明を築き上げては

ルではない（un-sustainable）ものであるか、ということが

Since the dawn of time, human civilisations have risen

Then, just t wo weeks after the fifth International

放棄することを繰り返してきました。数千年にも及ぶそうし

露呈しました。それによって、この会議が向かうべき方向

and fallen in every part of the world. Modern civilisation

Conference held in the Tohoku region at the end of

た試行錯誤の果てにたどりついた現代文明は、70 億人を

性も決定的なものになりました。

is the final result of much trial and error carried out over

February 2011, the Great East Japan Earthquake and

それは、資源、エネルギー、食料のどれをとっても自前

several thousand years. Incorporating over 7 billion people

the Fukushima Daiichi nuclear plant accident occurred.

で、それ以前の文明とは規模的にも質的にも異なるもので

でまかなうことができない日本が、まずはアジアの一員と

in a single system, it can be said to differ from previous

These events exposed just how unsustainable Japan's

あるといえます。

して東南アジアをはじめとする近隣諸国と一緒に生きて行

civilisations in terms of both scale and quality.

social system has become. As a result, the direction in

However, this modern civilisation has encountered various

which these conferences should proceed was determined;

contradictions in the little over 200 years of its existence

namely, to explore methods by which Japan, heavily

and is already showing signs of coming apart, as illustrated

dependent on imports of resources, energy and food, can

by global environmental issues. At this rate, modern

coexist with East Asian and other neighbouring countries.

越える人々すべてを一つの体系の中に取り込むという意味

しかし、その現代文明は、たかだか 200 年余りですでに

く方法を模索するということです。そのためには、まず我々

様々な矛盾に突き当たり、地球環境問題をはじめ多くのほ

の社会の仕組みを改善し軽やかに動けるようにする必要が

ころびを見せつつあります。このままでは、時を待たずに

あります。

行き詰まり、短命な文明の一つとして終焉を迎えることに
なりかねません。

そこで、
第 6 回からのテーマを
「Asian Sustainability」とし、

civilisation could soon reach a deadlock and face demise as

To achieve this, it is first necessary to show how we can

one of the more short-lived civilisations of human history.

eliminate excesses and make the system more agile.

そうならないために打つべき手を打とうと、私達は 1990

第 7 回会議はバンコクのランシット大学と共にタイで開催

With the aim of avoiding this, we have been engaging

Accordingly, the theme of Asian Sustainability was

年代初めから環境負荷の少ないものづくりに取り組んでき

しました。資源・エネルギーの大量消費国であり続けるヨー

in low-environmental-impact manufacturing since the

adopted from the sixth conference onwards, and the

ました。しかし、技術的な問題解決がかえって新たな消費

ロッパ流のサステナビリティとは異なる、より多様性と柔軟

beginning of the 1990s. However, it has become evident

seventh conference was jointly held in Thailand with

拡大を招く等、技術イノベーションが必ずしもサステナブル

性に富んでレジリエント（resilient= 復元力のある）なアジ

that technological innovation does not necessarily lead

Rangsit University, situated in Bangkok. This was an

な社会づくりに直結しないことも見えてきました。

ア型サステナブル社会の可能性を、アジアの人々とともに

directly to the building of a sustainable society. Conversely,

attempt to consider the possibility of an Asian-style of

それは同時に、人々の世界観や価値観の見直しを含む

考えて行こうという試みです。

社会イノベーションの可能性を追求するためにサステナブ

technical problem-solving can lead to new increases in

sustainable society that is resilient, rich in diversity and

consumption, for example.

highly flexible, and differing from European sustainability,

This trend formed the oppor tunit y to launch the

whereby countries can continue to consume large

International Conference of Design for Sustainability

quantities of resources and energy.

ルデザイン国際会議を立ち上げる契機ともなり、2006 年

この度、北九州市という先進的な都市エネルギーインフ

に第 1 回目のサステナブルデザイン国際会議 "Destination

ラ技術を持った地域で第 8 回会議を行うに当たって、そう

in order to pursue the possibilities of social innovation,

Now, on the occasion of the eighth conference in

2006-2026" を開催しました。

した先進技術とアジア型サステナビリティの価値観との間

including the review of the worldviews and values of the

Kitakyushu City, which is furnished with advanced urban

でどのように折り合いをつけて行くのか議論してみたいと

people. The result was Destination 2006-2026, the first

energy infrastructure technologies, we hope to discuss how

思っています。

our International Conference held in 2006.

to reach a balance between such advanced technologies

それ以降、サステナブルデザインの領域を見極めた第 1
回、着地点としてのサステナブルな社会ビジョンを描いた
第 2 回、行動を起こす合意を得た第 3 回、先進的な社会

This first conference delved into the domain of sustainable

and the value system of Asian-style sustainability.

変革ビジネスを知った第 4 回、地域固有の社会ビジネスを

いずれにしても、サステナビリティの目標は明快です。そ

design. It was followed by a second conference, which

In any case, the objective of sustainability is clear: To find

れは、一つしかない地球を、70 億人を越える人々でどのよ

laid out a vision for a sustainable society, and a third, at

a way for over 7 billion people to share this one and only

山形県で探った第 5 回と続きました。

2011 年 2 月末に東北地方で開催した第 5 回の国際会議

うにシェアしてゆくかということなのです。そのためには、

の 2 週間後に起きた東日本大震災と福島第一原子力発電所

例えば日本人の価値観や暮らし方はこの国の実情に合わせ

の事故によって、日本の社会システムがいかにサステナブ

て根本から見直す必要があるのです。

which agreements for starting actions were reached. The

planet Earth. And for this it is necessary to re-examine,

fourth such conference studied leading social innovation

for example, the values and way of living of the Japanese

businesses and the fifth explored regional social businesses

people from their very foundation in accordance with the

in Yamagata Prefecture.

realities of the country.

サステナブルデザイン国際会議実行委員長

Fumikazu Masuda

益田 文和

The Executive Committee Chair of
The International Conference of Design for Sustainability
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開催概要
Outline
名 称：

第 8 回サステナブルデザイン国際会議

プログラム
Program
Title:

Destination 2013-2019

■ エクスカーション ̶ 2103 年 6 月 7 日（金）

for Sustainability, Destination 2013-2019

9:00

受付

9:00

Registration

9:30

エクスカーション 開始

9:30

Opening of Excursions

9:40

北九州市環境ミュージアム 46 億年地球の道 見学

9:40

Trail of the Earth and Kitakyushu Environment Museum

11:30

北九州スマートコミュニティ創造事業 見学

11:30

Inspection of Kitakyushu Smart Community Creation Project

12:30

昼食

12:30

Lunch

13:40

ケーブルカーで皿倉山山頂へ

13:40

Climb up to the Mt. Sarakura by cable car

15:10

水環境館 見学

15:10

Visit to Environmental museum of water

16:00

TOTO 歴史資料館 見学

16:00

Visit to TOTO historical archive

17:45

エクスカーション解散

17:45

Close

18:00

ウェルカムパーティ

18:00

Attend a Welcome Party

19:45

終了

19:45

End

会 期：

2013 年 6 月 7 日（金）、8 日（土）、9 日（日）

Date:

7th, 8th, 9th, June, 2013

会 場：

[ エクスカーション（7 日）]

Venue:

[Excursion (7th)]

北九州市環境ミュージアム（北九州市八幡東区東田 2

Kitakyushu Environment Museum,

丁目 2-6）
、九州ヒューマンメディア創造センター（北

Human media Creation Center/KYUSHU,
Mt.Sarakura, Environmental museum of

九州市八幡東区東田 1丁目 5-7 www.human-media.

or.jp）、皿倉山、水環境館（北九州市小倉北区船場

water, TOTO historical archive

町 1-2 www.mizukankyokan.jp/mizu/main.html）、

TOTO 歴 史 資 料 館（ 北 九 州 市 小 倉 北 区 貴 船 町 2-2

[Confarence Ⅰ, Ⅱ (8th, 9th)]
Main venue: Kitakyushu Innovation Gallery

www.toto.co.jp/social/museum/）

and Studio
Sectional meeting's venue: Kitakyushu

[ カンファレンスⅠ、Ⅱ（8 日、9 日）]

Innovation Gallery and Studio, Higashida

メイン会場：北九州イノベーションギャラリー（北九
州市八幡東区東田 2 丁目 2-11 www.kigs.jp）
分科会会場：北九州イノベーションギャラリー、東田

言 語：

主 催：

9:00

Registration

開会式

9:30

Opening of Conference Ⅰ

9:50

基調講演 1

9:50

Keynote Speech 1

176 parsons

英語、日英同時・逐次通訳

Organizer:

北 九 州 市（www.city.kitakyushu.lg.jp）、 公 益 財

公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター、
独立行政法人国際協力機構（www.jica.go.jp）
株 式 会 社 ATGREEN（www.atgreen.jp）、 株 式 会

「東田の持続可能なまちづくり」

10:05

Supports:

10:20

10:35

Human Media Creation Center/KYUSHU,

ATGREEN Co., Ltd., Green prop co,.ltd.,

Sok Visal
10:20

基調講演 4

nature" Manabu Akaike
10:35

「レジリエンスとは何か〜紛争と津波から学んだレジリエンス〜」
基調講演 5

Suvendrini Kakuchi
10:50

「レジリエンスに裏打ちされたサステナビリティ」

Shinryo Corporation., TOTO LTD, Nishihara

Keynote Speech 4
"What is resilience? ̶ What I've learned in the wake of disaster and strife"

スヴェンドリニ・カクチ氏

10:50

Keynote Speech 3
"Learning how to manufacture from children and

赤池 学氏

Japan International Cooperation Agency
Sponsors:

基調講演 3

Keynote Speech 2
"Community Architect Network Cambodia"

「ものづくりは子どもと自然に学べ」

City of Kitakyushu, Takamiya Mariver
Foundation for Environmental Protection

10:05

ソク・ビサル氏

Conference of Design for Sustainability in

Co-Organizer:

基調講演 2

Shuichi Kamono

「カンボジアにおける、コミュニティ建築のネットワーク」

Executive Committee of International
Kitakyushu

"Sustainable community development in Higashida"

加茂野 秀一氏

Executive Committee of International
Conference of Design for Sustainability

Conference Ⅰ ̶ 8th, June, 2013

Keynote Speech 5
"Sustainability based on Resilience"

社 Green prop（www.greenprop.jp）、 株 式 会 社 新

Corporation, LIXIL Corporation, Linc

菱（www.shinryo-gr.com）、TOTO 株 式会社（www.

Co.,Ltd., Waseda Environmental Institute

toto.co.jp）、 株 式 会 社 西 原 商 事（www.nishihara-

11:05

休憩

11:05

Break

Co., Ltd.

11:15

パネルディスカッション

11:15

Panel Discussion

Kitakyushu Innovation Gallery and

12:15

分科会説明

12:15

Brieting for sectional meeting

Studio, University of Kitakyushu, Kyushu

12:30

昼食

12:30

Lunch

International University, spina, SoftBank

13:15

各分科会会場へ移動

13:15

Move to the sectional Meeting Venues

Telecom Corp., SoftBank Mobile Corp.,

13:30

分科会

13:30

Sectional meeting

Institute for Global Environmental

17:00

終了

17:00

End

corp.jp）、株 式会社 LIXIL（www.lixil.co.jp）、株 式会
社リンク、株式会社早稲田環境研究所（www.e-wei.

co.jp）
協 力：

受付

9:30

Participant:

takamiyamariver.or.jp）

協 賛：

9:00

satoyama.cn）、九州ヒューマンメディア創造センター

団 法 人 タ カミヤ・マリバー 環 境 保 護 財 団（www.

後 援：

Center/KYUSHU
English

北九州サステナブルデザイン国際会議実行委員会
共 催：

■ カンファレンスⅠ ̶ 2103 年 6 月 8 日（土）

Language:

サステナブルデザイン国際会議実行委員会

Excursions ̶ 7th, June, 2013

Eco Club house, Human media Creation

エコクラブ（北九州市八幡東区東田 2 丁目 5-7 www.

参加者： のべ 176 名（内海外より 31 名）

北九州イノベーションギャラリー、北九州市立大学
（www.kitakyu-u.ac.jp）、 九 州 国 際 大 学（www.kiu.

ac.jp）、株式会社スピナ（www.spina.co.jp）、ソフト
バ ンクテレコム株 式 会 社（www.softbanktelecom.

co.jp）、 ソ フト バ ン ク モ バ イル 株 式 会 社（www.
softbankmobile.co.jp）、 公 益 財 団 法 人 地 球 環 境

Cooperation:

Strategies, Nishinippon Institute of
Technology, Japan Telecom Information
Service Co.,Ltd., Co.,Ltd. HIKARI TAX,
Hobashira Cable co.,ltd., Waseda University

枝廣 淳子氏

■ カンファレンスⅡ ̶ 2103 年 6 月 9 日（日）

9:00

受付

Junko Edahiro

Conference Ⅱ ̶ 9th, June, 2013
9:00

Registration

9:30

カンファレンスⅡ開会

9:30

Opening of Conference Ⅱ

戦 略 研 究 機 関（www.iges.or.jp）、西日本工 業 大 学

9:40

トラベリングワークショップ、エクスカーション報告

9:40

Report of Traveling workshop and Excursion

（www3.nishitech.ac.jp）、日本テレコムインフォメー

10:00

分科会報告

10:00

Report back from each sectional Meetings

ションサービス株 式会社（www.jt-i.co.jp）、株 式会

11:00

参加者からの感想

11:00

Inpression report from participants

社 光 タクシー（www.hikari-taxi.co.jp）、帆 柱ケーブ

11:15

第 9 回サステナブルデザイン国際会議について

11:15

About next Conference

ル 株 式 会 社（www.hobashira-cable.co.jp）、早 稲 田

11:25

謝辞

11:25

Closing Remarks

11:30

終了

11:30

End

大学（www.waseda.jp）
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東田の持続可能なまちづくり
Sustainable community development in Higashida
加茂野 秀一／北九州市環境局環境未来都市推進室室長
Syuichi Kamono / Executive Director. Office for Environmental Future City Promotion

加茂野 秀一

鐵住金㈱が日本で初めて、電力会社以外の

コジェネの 発電計画、蓄電池の放電・充電

会社として、町に電 力を供給する事 業を開

計画をコンピューターがつくっていきます。

3

4

The history of Higashida

began supplying its own electric power as an

the real-time energy demand of the region are

independent electricity company. Japan's first

measured against the current capabilities of the

東 田 地 区は、 1901 年に日本最 初 の 製 鉄

始しました。 工 場 の 中 に 配 置 さ れ た LNG

それでも供給が追いつかないピーク時間は、

The first steel works operations in 1901 made the

car sharing system was put into place as part

renewable sources, cogeneration system, and the

所が操業した所で、日本の近代産業発祥の

火 力のコジェネ発電により、電 力を東田地

需要側に電力使用を抑える依頼をします。

Higashida area into the cradle of Japan's modern

of a special economic zone sanctioned by the

community storage battery charging plan using a
computer. During predicted peak demand times

またビルのエネルギーを管理する BEMS 、

地です
（図 1）。産業都市として発展する中で、

区に供給し、発電の際に発生した熱を、自

industrial age. During its journey to becoming a

government. These activities were made possible

深刻な公害を経 験しましたが、人々の 努力

分の工場で利用します。東田地区では、工

各家 庭には電 気の 使 用量を 30 分ごとに集

city of industrial production, the area experienced

by the establishment of Higashida as a special

when it is anticipated that supply will be unable

でそれを克服しました。この 公害克服の成

場が町のすぐ隣にあることでエネルギーの

約できるスマートメータを設置しました（図

grave pollution which was overcome through

economic zone. In this way, Higashida can reduce

to meet demand, customers are encouraged

果をアジアの国々に展 開して、国連 からグ

無 駄使いが なくなっています。また、国 の

3）。

the exhaustive efforts of its people. In taking the

its energy wastage by using sharing energy

to keep power usage to a minimum. Through

ローバ ル 500 や、リオサミットでの自治 体

支援による環境共生マンションの整備や環

ここで一 番 注目を集 めるシステムが、ダ

results of this experience to the development of

with the neighbouring factory. Furthermore,

BEMS, which manages energy use in buildings,

表彰などを受けました。東田地区の製鉄所

境共生 型のショッピングセンターの誕 生な

イナミックプライシング です。夏の 実 証で

other parts of Asia, the municipal government

maintenance of e cologic all y co e x is tent

which manages energy use in residences, each

は、 1972 年 に施 設 の 老 朽 化により、 操 業

どまちづくりが進みました。

は、電力需要がピークを迎える時間帯の 13

was honoured with membership in the United

condominiums and shopping centre through the

building's electricity use reduction is incentivised

を終えました。その 後、工場から町に転 換

時 から 17 時 の 間、 料 金を高くして使 用 を

Nations Global 500 at the Rio Summit. In 1972,

assistance of the national government, we can

with a smart meter. This result was regarded as

また、 2009 年、日本 で 電 気自動 車や 燃

控えるよう誘導しました。１kWh あたり 15

the operations at the steel work in Higashida

advance community development. There are only

valuable data worldwide, by Kyoto University, as

2001 年まで区 画 整 理 事 業が進められまし

料電池車がわずかですが、販売されるよう

円 から 150 円 ま で 5 段 階 に 変 動 さ せ 電 力

ceased due to the deterioration of the facility.

a few electric and fuel cell vehicles in Japan used

well as Stanford University in the United States.

た。現在の東田は、ショッピングセンター、

になり、民間のエネルギー会社が、電気と

のピークカット率が料金変動しないグループ

After that, plans to convert the brownfields were

for demonstration purposes by private energy

The first observation that can be gathered about

博 物 館、住宅、オフィス、病 院 など、様々

水素 のステーションを設 置しました。この

と比 較して平均 20% でした。この成果は、

put into effect starting in 1993, and were fully

companies, but the electric car chargers and

this system is dynamic pricing. During the peak
demand times between 13:00 and 17:00 in the

する 再 開 発 の 計 画 が、 1993 年 に 決 定し、

な用途の建物が計画的に導入され、都市の

町に隣接する工場は、製造工程で副生水素

日本の京都大学や、アメリカのスタンフォー

implemented by 2001. Now in Higashida, with

hydrogen station were established nonetheless.

縮図を形成しています。

を生み 出します。この 水素をステーション

ド大学から、世界でも貴 重なデータと評価

the building of a shopping centre, museums,

In this area, hydrogen is emitted as a by-product

summer, the price of using electricity rises, thereby

にパイプ で 送っています。さらに、ステー

してもらいました。

residences, and offices, a model city is taking

of manufacturing in the neighbouring factories.

encouraging conservation. By varying the price of

shape. In 2001, the Japan Expo was held in

This hydrogen is sent via pipeline. The pipe is

electricity in five levels ranging from 15 to 150 yen

Higashida. The theme of the Expo was "for 21st

buried underground to distribute the hydrogen

per kilowatt hour, we have achieved a 20% peak

century community building, the environment

throughout the region. This is the first of its kind

cut compared to the fixed-price group.

is crucial". Realising this ideal will require the

in the world.

2001 年にジャパンエキスポが東田で開催

ションの水素を道 路下に埋めたパイプ で他

さ れました。このエキスポ で は、
「 21 世 紀

の施設に送る実証実験を開始しました。世

のまちづくりは、環境が重要である」とい

界初のことです。

うことをテーマに掲げました。
この理 念を受け継いで、企業、 NPO、市
民、行政などが、この東田地区で様々な取

コミュニティから世界に
北 九 州 市は、こうした スマートコミュニ

北九州スマートコミュニティ創造事業

り組みを進めています。東田地区は、 2002
年から建物がつくられてきましたが、最初

コジェネや町に設置された太陽光発電な

は住 宅が なく、オフィス が 先に 立 地しまし

ど 様 々 な 方 法 で エ ネル ギ ー を 生 み 出 す側

た。オフィスで働く皆さんは、住民のように、

と、エネルギーを使う側が情報交換をして、

この 地 区で のコミュニティを 大事にしなが

ティをはじめ、ごみの処理や水の浄化など、

collaborative efforts of the private sector, NPOs,

様 々 な 環 境 技 術 をアジ アの 各 都 市 に パッ

citizens, and administration in Higashida. At the

ケージ で輸出することで、グローバ ルに環

time of the new building construction in 2002,

境と経済の好循環をつくっています。

there were offices but no residential buildings.

インドネシアのスラバヤ市での活動では、

From community to the world
Kitakyushu Smart Community
Creation Project

Beginning with efforts such as the Smart
Community, the City of Kitakyushu has exported

Therefore, it is very important to consider

The energy is fed by cogeneration as well as from

other environmental technology packages such

生ごみ の 処理に困っており、タカクラ式コ

the office workers here to be citizens of this

sources such as photovoltaics, whilst information

as waste processing and clean-up to other

地 区 全 体をマネジメントする事 業が、日本

ンポストと呼ばれる技術で堆肥化の技術を

community, whose cooperation is important to

about the energy usage is exchanged as part

cities in an effort to create a virtuous cycle of

ら、環 境にやさしい活動を協力して進めて

版 のスマートグリッド で す。 これ は、 エ ネ

普及させています（図 4）。こうした、草の

the advancement of its environmental actions.

of a regional energy management system in

environment and economics in the Asia Pacific

います。

ルギーだけでなく、社会 全体を環境にやさ

根のおつきあいが、大きなプロジェクトに

Japan's approach to a smart grid. In this way,

region. The city of Surbaya in Indonesia had a

しい体系に変 革することを目的にしたプロ

つながっています。

the Kitakyushu Smart Community Creation

grave problem with organic waste, which was

持続可能な地域づくりのとりくみ

ジェクトで、
「北 九 州スマートコミュニティ
創造事業」と名づけられています。その中

東田ではこれまで法律でできなかった取

心となるのが、 CEMS です（図 2）。

国 の政 府どうしだけでなく、自治 体どう
しの交流で持続可能な社会を実現させよう
とがんばっています。

Activity of
sustainable community design

Project concerns not only energy, but has a

diffused through a composting technology now

goal of the reformation of society to be one

called the Takakura Method. From this grassroots

With the application of LNG cogeneration at the

that is lower impact to the environment. The

effort grew a large project. We not only try to

り組み も進 めました。政 府 の 特 区 制 度 で、

CEMS では、気 象データから、翌日の自

factory, power is supplied to the Higashida area

heart of this is the CEMS. In CEMS, renewable

implement at the national government level, but

日本で初めてカーシェアリング 事 業を実 施

然エネルギーの発電量を予測します。また、

by using the factory's waste heat as a power

energy availability is predicted from the weather

also through municipal government exchange

しました。同じく政 府の 特区指 定で、新日

毎日の 実 績 から町全 体 の 需 要 量を 予 測し、

source. Nippon Steel and Sumitomo Metal

forecast for the following day. Also, every day

can we try to make a sustainable society.

講演者スライドデータは、本会議にご参加した方は会議ホームページ（www.satoyama.cn/sd2013）からご覧頂けます。閲覧以外での使用は、ご遠慮下さい。
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Shuichi Kamono

北九州市環境局未来都市推進室室長。1984 年北九州市役
所入職。環境局都市環境管理課長、環境政策部長等を経て
2011 年より現職。
Executive Director.
Office for Environmental Future City Promotion

東田地区の歴史

1

Those who participated in our conference can see speakers slide data from the conference website(www.satoyama.cn/sd2013). It is prohibited to use for another purpose.

文：堤 亜希奈／北九州市立大学
Text：Akina Tsutsumi / The University of Kitakyushu
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カンボジアにおける、コミュニティ建築のネットワーク
Community Architect Network Cambodia

ソク・ビサル／都市貧困地域開発基金 代表（カンボジア）
Sok Visal / UPDF: The Urban Poor Development Fund (Cambodia)

2

1

国 内にて 企 業・団 体 の 建 築 技 術アシスタントや 研 究 員を経
て、現職の都市貧困地域開発基金（ UPDF / The Urban Poor
Development Fund）に所属。 その後同団体のマネジャーや
プログラムコーディネーターとして数々のコミュニティ開発プロ
ジェクトに関わり、国内主要 NGO と共にプノンペン周辺の貧困
層に対し草の根支援活動を実施。 2012 年からは活動範囲をプ
ノンペンに留めず、24 の地方都市（ 56 県・市）において幅広
く活動を行っている。
I n h i s c o u n t r y o f C a m b o d i a , M r. V i s a l b e g a n a s a n
assistant and researcher and then joined the architecture
and engineering organization Urban Poor Development
Fund (UPDF). From there, he has been working with the
manager and project coordinator of a number of grassroots
community development projects concerning the poor
living on the outskirts of Phnom Penh. In 2012, the range
of activities was extended to the 24 provincial towns.

ACHR Website：www.achr.net
CDF website：www.cdfcambodia.net

3

基金を設立する形で
手を差し伸べる

入を失ったこと、あるいはこれらの組み合わ
せです。
私がこうした問題に関わったのは 1994 年

人々は全てを自分達で議論し、実行してき
ました。そこには地域の土地と住宅の安全の
問題も含まれます。もし以前住んでいた場所
が問題だらけなら、再整備すればいいのです。

I became involved in this project in 1994.

options if a family's living situation becomes

At that time, I was an architecture student.

problematic, as sometimes happens in

I took part in a meeting about poverty. In

Cambodia.

Cambodia is a very poor country, and in

order to help the people help themselves,

We also have partnerships with other cities

私の出身地であり、活動拠 点であるカン

からです。当時私は建築学を学ぶ学生で、貧

ボジアは日本とは大きく異なりとても貧しい

困を考える会議に参加しました。私達はその

私達はまた、他の都市と協力したうえ、他

that way a different country from Japan.

the organization members and I got the idea

overseas as part of the network. After 5

国です。訪れたことのある方ならば、その違

会議で、人々が自身で自分を救えるよう、地

国とのネットワークも作りました。こうして 5

Despite this, it has gained the nickname

to establish a community fund mechanism.

years we celebrated our anniversary, and

いを目にしたことと思います。しかしながら、

域基金の仕組みを整えるというアイデアを出

年後、私達は記念日を祝う祭りに首相を招待

th e K ing d om of Wond er. I w ill share

In 1998, the UPDF was officially established

the Prime Minister was invited to join in the

貧しい な がら もこの 国 は「the Kingdom of

しました。

しました。首相は十分な財政上の支援なしに

my e x p e r i e n c e o f w o r k i n g w i t h v e r y

by the community network (CSNC), the

festivities.

地域が改善したことに感動していました。

impoverished people.

local government, the ACHR (Asia Coalition

First I will talk about architecture planning

for Housing Right), and other NGOs and

proje c t s. A nd I w ill e x plain w hat the

funding agencies. Star ting with a ver y

Wonder（魅惑の王国）」と呼ばれ、その奥深
い文化から、観光地としても多くの人に愛さ
れていると思います。

1998 年、UPDF は CSNC（the Community
network ）、地方政府、ACHR（Asia Coalition

計画の展望と課題について

Regarding plan's
prospects and themes

私はカンボジアで、貧しい人々が彼ら自身

for Housing Right= 居住権のためのアジア同

program does to help young people help

small fund including the savings of the

の手で貧困から抜け出し、自立することの手

盟）、そして他の NGO や機関の協力により設

10 周年を迎え、私達は全国的に人を招待

in the poor communities in Cambodia.

community, they began their strategies in

People from all over Cambodia as well as

助けをする活動をしています。まず私が始め

立されました。コミュニティ貯蓄を含むとて

し、カンボジアの 他地 域やアジア諸国のコ

The organization is called the Community

1998. The local government thought the

other countries in Asia were invited to the

た地域の建築計画について話したいと思いま

も小規模の基金からスタートし、戦略的な展

ミュニティで何ができるかをレビューしまし

Architect Fund, started from the Urban Poor

idea was interesting and potentially effective

10th anniversary to review what could be

す。この計画は、貧しいコミュ二ティを支援

開を始めたのです。地方政府はこのアイデア

た。その後、カンボジア全域に活動を広げる

Community Development Fund. And the

and even the Prime Minister lent his support

done in their own communities. Activities

する若者達を支援するプログラムです。

をとても興味深く効果的なものだと見なし、

ため日本住宅協会から援助を受けました。今

Community Saving Fund is the main actor.

in terms of housing for the poor.

また首相も貧困層のための住宅等のサポート

は、全ての都市と地方に基金を設立したいと

The program is a part of the Asian Coalition

を行いました。

考えています。私は地方当局や鍵となる関係

for Housing Rights.

者と協力しています（図 2）。

Since 2007 they have thought of ways

活動の始まりは、
「UPDF（the Urban Poor

Community Development Fund = 都 市 貧 困
地域開発基金）」です。現在、この活動を担
う組織は「the Community Architect Fund（コ

基金のしくみ

have since then been expanded all over the
country, and have financial backing from the

Fund structure

Japanese housing association. They want to
establish funds in every city and province (2).

私は最近、この経験を共有するためにタイ

to improve happiness at different levels,

The mechanism of the UPNF consists of a

を含む他国を訪れています。まだ多くの問題

star ting with ourselves, then to the

mixed governing board, along with NGOs,

I recently went to Thailand to share this

次に、どのように基金を立ち上げ、貧しい

がありますが、調査は建築学を専攻する学生

family level, the community, the regional

a communit y net work and the linked

e x p e r i e n c e. M a ny q u e s t i o n s a r e s t i l l

人が自助するしくみを作ったのかについてお

と地方当局が行うので、私達はスラムで起こっ

community network, national community

organization s mentioned earlier, and along

coming up, but surveys are conducted by

話 し ま す。UPDF は 理 事 会、NGO、CSNC、

ていることをより深く理解でき、さらに助け

network, the Asian community, and finally

with the working team they started to

architecture students and local authority

います。家庭や地域のつながりからアジアの

その他の関係団体により成り立っています。

ることができるのです。

the happiness of the world (1).

support the process and trying to support

so they can bet ter understand what's

地域へと拡大し、最終的に世界の幸福につな

そこに、活動をスタートさせ、コミュニティ

先日、地域のためのデザインを考える会議

the community working process.

happening in the slums so they can assist

がると考えています（図 1）。

の 活動プ ロセスをサポートするワーキング

を行いました。私達はいつもどのように地域

The next question is, if the community is

better.

チームが属します。

を改善させようか考え、その方法を学びたい

going to save money what will they save

Recently I met with the community to think

it for ? First they must identify the trigger

about community design. Local people are

ミュニティ建築家基金）」と呼ばれており、基
金全体を取りまとめています。
私達は 2007 年から様々なレベルで、自分
達自身による幸福を増大させる方法を考えて

カンボジアの抱える貧困と
コミュニティ建築家基金のスタート

Community Architect Fund
addresses the cause of problems

地域が貯蓄するとして、そこには何の目的

と考えています。私達は国民からより多くの

があるのでしょうか。第 1 に、貧困のきっか

情報を手に入れた時、デザインを使って人々

In Cambodia there are many people living in

points of their poverty, and next they must

always welcome to take part in the process,

けを見極めることです。第 2 に自分達自身を

を支えることができるのです。
（図 3・4）

riverside settlements. In 1996 I took part in

have a community training in accounting

and local authorities are always welcome to

カンボジアには川岸や公的な土地に住む

トレーニングすることです。彼らは会計の学

難民が多くいます。私は 1996 年に貧困に苦

校に行くことが出来ないけれども、どうやっ

しむ地域の方々と、彼らがどうして苦しむの

て貯蓄したらよいか知りたがっているのです。

ていますが、時間が足りません。全ての都市

poor and what could be done about it.

how they can continue saving.

from the people, they can assist in the

か議論をするワークショップに参加しました。

政府もまたコミュニティファンドに貢献して

と地方に基金を設立するためには、とても時

Together they identified three problems. The

The people did the discussion and

design.
I want to talk about improvements that

もちろん素早く地域を改善させたいと思っ

a workshop in which impoverished people

skills. After all, they cannot afford to go to

learn about how the communities can find

asked and discussed why it was they were

accounting school, but they want to know

success. When they get more information

そこでは 3 つの問題が提起されました。1 つ

います。地域貯蓄から、コミュニティ融資が

間がかかります。私達の行う地域建築の担う

first involved refugee status and migrants,

implementation all by themselves. So there

目は難民の地位や労働問題、2 つ目は土地や

可能となりました。UPDF はコミュニティネッ

役割は、国民自身による解決策を発見するこ

the second involved land ownership, and

is also a mechanism for community land and

happened in other cities, but it will take a

家をなくしたこと、そして 3 つ目は仕事と収

トワークを通じてこれに協力しています。

とで、間接的に地域を手助けすることです。

the third was disappearing income.

housing security. There are also relocation

long time (3, 4).

講演者スライドデータは、本会議にご参加した方は会議ホームページ（www.satoyama.cn/sd2013）からご覧頂けます。閲覧以外での使用は、ご遠慮下さい。
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赤池 学 Manabu Akaike

ものづくりは子どもと自然に学べ
"Learning how to manufacture from children and nature."
赤池 学／株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 所長
Manabu Akaike / the director of Universal Design Intelligence Inc.

サステナブルな
ものづくりについて考える
これまで、多くのものづくりやユニバーサ

も使えるユニバーサルデザインにもつながっ

や成分を劣化させることなくピューレにする

ていきますし、次世代目線ですから、それ

ことが で きます。次 世代 のピューレ（ Next

はエコデザインやサステナブルデザインに

Pure）ということで『Nepuree ／ネピュレ』

も繋がっていきます（図 2）。

と命名されています（図 3）。

2

3

44

Thinking about
sustainable manufacturing
Methods of universal design and manufacturing

from the perspective of the next generation,

vegetables in the conventional way, the cell

it can be design for environmental soundness

wall is broken down, and we lose the fruit's

and sustainability (2). If you say universal design,

defining features. However, the Nepure

eyes will go to the handicapped and elderly

company has developed a manufacturing

ルデザインは、新しい技術や新しい素材が

ユニバーサルデザインというと、すぐに障

そうすると何が起きるでしょう。国産レモ

have been created from new materials or

people immediately, but also there are various

process that makes puree without deteriorating

出発点でした。そしてそこで生まれた技 術

がい者や高齢者に目が行きがちですが、妊

ンを例に挙げますと、これまでの国産レモ

technologies before. By taking the technology

circumstances in which pregnant women and

the basic component and function. So what

を特 定の商品 へと展 開していくことによっ

婦さんや子供を産みたい女性にも、ハンディ

ンは１kg あたり約 300 円 でした。 しかし、

that was created and applying it to other

women who want to give birth to children feel

is the significance? Let's take the example of a

て、機能や品質としての「ハードウェア」と、

キャップになるような 状 況は様 々にありま

こ の ネ ピ ュレ に す る こ とで 1kg あ た り 約

products, we bring forth greater usability,

vulnerable. Leading enterprises tend to miss

domestic lemon. (Some fruits and vegetables

使い勝手としての「ソフトウェア」を向上さ

す。大手企業はそういった女性 達の為のユ

1400 円となります。ネピュレでは、日本の

functionality and quality. In the previous

the universal design products for such women.

are not quite aesthetically fit for sales. So,) this

せてゆきました。日本では、このような方

ニバーサルデザイン商品を見逃しがちです。

国産レモンの機能をそのままパンに展開す

economic model, products had been planned

How many pregnant women and women want

domestic lemon was sold at an unusually low

法で商品を 企画し、デザインしながら海 外

世界中にどれだけの子供を産みたい女性や

ることができます。国産ですから防腐剤等

and designed in Japan and sold abroad.

to give birth to children all over the world?

price of 300 yen per kilo. With Nepuree, sweets

でも売れる商品を作ってきました。

妊婦さんがいるでしょうか ? そういう人達に

も不要で丸ごと使ったおいしいパンができ

However, at present, Japan will lose to other

By directing attention to such people, a huge

can be made from real Japanese lemon rather

目を向けることで、巨大なマーケットが現れ

る。この理由があるから 300 円が 1400 円

developing countries if we go on in the same

market will appear. In this manner, when we

than synthetic chemical materials. So it can

しかし、現在ではこの方法では新興国に
負けてしまいます。そこで私が考えたのが、

ます。このような目線でテクノロジーの使い

になるのです。アジアの国々にも規格 外の

way. So I figured out a way of being "Sense-

reconsider the use of the technology that is now,

be sold at 1400JPY rather than 300JPY. Using

これまでとは異なる「センスウエア」と「ソー

方を改めて考えていくことによって、今ある

野菜や果 物が沢山あります。それを付加価

ware" and "Social-ware" in ways which are

it is also possible to achieve sustainability in the

this technology, the many imperfect fruits and

シャルウエア」という価値づくりです（図 1）。

テクノロジーでも、デザインの力でサステナ

値の高いビジネスに展開できるようなジャ

different from before (1).

power of design.

vegetables in Asian countries can be used in a

ビリティを実現できるのです。

パン・クールなテクノロジーが重要です。

"Sense-ware" is the way to appeal to the mind

センスウエアとは、心と五 感に訴えかけ
る価値です。商品には感動や共感、驚きや
愛着、そのような品質が機能という品質に
寄り添うべきだと思っています。

「自然化社会」と
心地よさの重要性

一方、ソーシャルウエアとは、公益としての
品質を追求する方法です。ユニバーサルデ

家 も同じです。日本では「家 庭 」という

and sense. I think that products needs elements

言葉がありますが、家と庭とでできている

such as excitement, sympathy, attachment and

のに、私 達は今まで家しか作ってきません

surprise, with functional quality embedded

value added product.

The importance of
"Natural Society" and comfort

We can redesign houses in the same way. There
is a word "KATEI" in Japanese, which translates
to "house and garden". And even though

でした。「庭」というのは、光や冷気を取り

in those senses. "Social-ware" is the way to

Nowadays, democratization of information

we have this concept in words, we have not

今日では、情報技術が成熟して情報の民

込む自然のスマート装置です。どうしてこの

pursue quality collectively. Universal design is for

has been brought about by the maturation of

made it a reality for modern homes until now.

ザインはみんなのためのデザインですから、

主化が起きています。個人も企業も地方自

「庭」を今までビジネスとして展開してこな

everyone. So we need to conduct manufacturing

information technology. As a result, a world

But why not? The garden is a smart device of

ユーザーだけではなくあらゆるステークホル

治体も、自ら計画して行動していくというア

かったのでしょうか。そこで、私は株式会社

that can provide merit not only for users, but

in which local governments, companies and

nature to capture the cool air and light, so the

ダーに対してもメリットを提供できるような

クションがこれからどんどん台頭していくで

リクシル 住宅 研究所と一緒に新しい庭をつ

also for any stakeholders. Manufacturing has

individuals take action and plan on their own

LIXIL Corporation and I have developed a new

ものづくりを行っていくことが必要です。

garden. I considered how to systematize and

しょう。北 九 州市がまさにそうですね。北

くりました。どうシステム化して付帯すれば

to think about the value of sympathy and

will continue to gain momentum. The city

共 感するとか感 動するという価値を、も

九州市は、製鉄 所が複製する水素に着目し

風や光が入り込むのかを考えたのです。1 つ

impression, and I believe that these responses of

of Kitakyushu is a perfect example. This city

connect to the wind and light to enter. As one

のづくりはもっと考える必要があるし、そう

て、水素社会を目指した自立的なまちづく

の例として約 130 万円の露天 風呂を作りま

the mind can be sustainable and unchanging.

focuses on hydrogen that is a by-product of

example, I made the open-air bath of about

いった心のレスポンスというのはサステナ

りを行っています。さらに、その先駆者達は、

した。これは 2 年間で約 500 棟も売れまし

the steel plant, and it has helped the town

1.3 million yen (4). It was sold for about 500

ビリティに於 いても変わらないものだと信

ほとんどコストのかからない自然 のメカニ

た。それは、心地よい庭でお酒でも飲みな

households in two years. It's because everyone

じています。

ズムや生物の機能性、生態系サービスをも

がら露天 風呂に入りたいという気持ちを私

through the utilization of this hydrogen. In

definitely wants to take an open-air bath while

のづくりやまちづくりに展開しています。こ

達が間違いなく持っているからです（図 4）。

Manufacturing based on
the perspective of vulnerability

develop into an energy-autonomous region
addition, the front-runners are developing

relaxing with a drink in the pleasant garden. To

When you create something, it's necessary to

natural mechanisms, biological functionality

take care of this "pleasant" feeling is the same

この「心地よい」という気持ちを大事にす

see from the perspective of the most vulnerable.

and ecosystem services which are low cost to

for community development. Five senses and

弱 者目線で考えるものづくり

れが「自然化社会」の技術です。
今、私が力を入れてコンサルティングして

ものづくりの 際に弱 者目線に立ってみま

いるのがネピュレ株 式会 社というピューレ

ることは、まちづくりについても同じです。

The most vulnerable in society are children. So

community development and manufacturing.

our mind that "Sense-ware" are important in

しょう。社会的に最も弱い存在は子供です。

の会社です。通常のピューレは細胞壁まで

サステナブルデザインには、センスウエアと

I posed Japan's first idea of "Kids Design". If

This is the technology of a "natural society".

sustainable design. As long as you do not forget

そこで私は、日本初の「キッズデザイン」と

全てすり潰してしまうので、機能成分が壊れ

いう私 達の心と五 感が重要です。これを忘

you manufacture from the perspective of the

One project I am working on at the moment

this, it is possible to run sustainable community

いう考えを提 起しました。一番 の弱者目線

てしまいます。しかしこの 会 社では独自の

れない限り、サステナブルなものづくりやま

most vulnerable, it will be universal design for

is consulting for the Next Puree, or Nepure

development and manufacturing starting as

でものづくりをすると、障がい者や高齢 者

製 造 方法によって細胞をほぐし、その機能

ちづくりは明日からでも可能になるのです。

handicapped people and elderly people. Also,

company (3). When we puree fruits or

early as tomorrow.

講演者スライドデータは、本会議にご参加した方は会議ホームページ（www.satoyama.cn/sd2013）からご覧頂けます。閲覧以外での使用は、ご遠慮下さい。
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1

1958 年東京都生まれ。筑波 大学生物学類卒業。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。社会システムデザインを行うシンクタ
ンクを経営し、ソーシャルイノベーションを促す環境・
福祉対応の商品・施設・地域開発を手がける。地域の資
源、技術、人材を活用した数多くのものづくりプロジェ
クトにも参画。2011 年より（一社）環境共創イニシアチ
ブの代表理事も務める。グッドデザイン賞金賞、JAPAN
SHOP SYSTEM AWARD 最優秀賞、KU/KAN 賞 2011。
Mr. Manabu Akaike, born in 1958 in Tokyo, is a
science journalist and the director of Universal Design
Intelligence Inc. In 1981 he graduated with a Bachelor's
Degree from the University of Tsukuba College of
Biological Sciences. Universal Design Intelligence Inc.,
where he serves as the director, is a think-tank that
provides social system design and develops goods and
facilities encouraging social innovation. Based on his
visions such as "life localism", "millenary sustainability",
and "manufacturing based on learning from nature", he
has contributed to a number of manufacturing projects
by making the best use of local resources, technologies
and human resources. He has been awarded several
prizes, mainly in the field of industrial design, such as
The Good Design Gold Award, Japan Shop System
Award Grand Prix, and the KU/KAN Award 2011.
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Suvendrini Kakuchi
スヴェンドリニ・カクチ

レジリエンスとは何か

スリランカ出身。コロンボ大学を卒業後、上
智大学に留学し、1997 年にハーバード大学
に留学。 現在、世界の 5 大国際通信社の一
つであり、開発分野を専門とするインタープ
レスサービス（IPS : www.ipsnews.net）東
京特派員。日本語・英語を駆使しながら、縦
横無尽に国際ジャーナリストとして活躍し、ア
ジアと日本との関係、環境、マイノリティ、ジェ
ンダー等をテーマに取材活動を続けている。
著書に 2004 年 12 月スリランカ津波の惨状
を書いた『あなたにもできる災害ボランティ
ア』（岩波書店）がある。

〜紛争と津波から学んだレジリエンス〜

What is resilience?

̶ What I've learned in the wake of disaster and strife
スヴェンドリニ・カクチ／ジャーナリスト、IPS 東京特派員
Suvendrini Kakuchi / Journalist,
Tokyo Correspondent for Inter Press Service

適応性がレジリエンスの鍵

であると思うからです。なぜなら、伝統的社

と等、他の面については違いがありました。）

会の中で女性が子供の世話をする人と定義

先に述べたこと以外に人々や地域のレジリエ

2004 年 12 月に起きたスマトラ島沖地震に

されるようになってから、女性はその役割を

ンスが与えてくれることは、知識です。届い

よるインド洋大津波以降、私は「レジリエン

通して家族を助けてきたからです。女性と仕

た支援のほとんどはお金でしたが、中には津

スと開発」をテーマに取材をしてきました。

事をすることは、その女性だけでなく、その

波や天災、またそれらに対する早期警告につ

この津波はわずか 10 分で 3 万人以上の死者

家族や社会への援助にもなるのです。

いてより詳しい知識を与えてくれた人もいま

を出し、10 万人以 上が家を失うという大き
な被害を出しました。津波の被害が明らかに

私 は スリラン カ で 現 地 の 女 性 達 と、 自

なると、様々な支援のために世界中から多く

立 の た め の 小 さ な プ ロ ジ ェ ク ト（NGO

の方がスリランカに来ました。しかし、彼ら

TECHJAPAN）を始めました（図 1）。彼 女ら

の支援活動がサステナブルなものでレジリエ

は全員がスリランカ東部・北部出身の津波の

What I have learned
about resilience
I started covering resilience in 2004 a tsunami

is because, in traditional societies, women

about tsunami, disaster, and early warning.

are the main people that look after children.

This was very effective in building the area up

Therefore, helping women means helping

again to a state of sustainability.

families and society.

した。この知識の支援は人々が立ち直って地

had caused 30,000 people to be killed, and

域が復興し、サステナブルな社会を創ってい

100,000 people to lose their homes in a

I work with some women on a small livelihood

く上でとても効果的であると思います。

matter of 10 minutes. A lot of people came

project (1). They are all from the north and

from all over the world to help alleviate the

east of Sri Lanka, and they have all been

Just one other thing I thought I should say

suffering caused by the tsunami. Even 10 years

affected by the tsunami disaster. After losing

is that if you are planning, or already are

later, we are still looking into whether those

their husbands in the war, they look after their

working with, developing countries, I think

relief projects were resilient and sustainable.

children alone. The children of one of the

the aspect of resilience in your project is very

women fled to Europe as refugees, but she

important. The key to your project goals are to

プロジェクトを行っていく上での
レジリエンスの役割

The importance of resilience
in development projects

ンスがあったかどうかは、10 年後の現在の

被災者です。戦争で夫を亡くし、女手一つで

スリランカを見なければ分かりません。私に

子供を育てている女性もいます。ある女性は

とってレジリエンスとは、長期的なものであ

子供が戦争難民としてヨーロッパにいるもの

レジリエンスの考え方は、発展途上国で計

り、結果だけでなく過程を踏まえたものであ

の、私達と活動したいと思い、現在もスリラ

画されている、もしくはすでに動いているプ

For me, resilience is something that has to be

wanted to stay in Sri Lanka, so she works with

look for home-grown solutions. Every country

り、柔軟性があり、また適応力があるもので

ンカに残っています。

ロジェクトを進める上でも非常に大切だと思

long-term, flexible, focused not only on the

me now.

has experience with disaster, so there will be

います。そして、プロジェクトの基盤作りの

end result but on the process, and that can be

鍵は、すでにその土地にあること、その土地

adaptable. I believe through my experience,

One of the ladies has been displaced 6 times

through it and solving problems.

す。私は、様々な人と共に経験したことや仕
事、記事を書いたことを通して、この適応性
こそがレジリエンスの鍵だと確信しました。

プロジェクトメンバーである彼女らの中に、

30 年に渡る民族紛争の間に 6 回も故郷を追

some traditional knowledge about getting

われた方がいます。彼女は私達のプロジェク

の歴史を知ることです。どんな国にも、災害

through my writing, and my experience of

during the 30-year war and now she works

トを通して、今や家族の大黒柱になり、学校

に対して確立された伝統的な解決策がありま

working with the people that adaptability is

as my head teacher. She's now the main

the key to resilience.

Don't forget that a development project

インド洋の島国であるスリランカは、先に

の教頭を務めています。私は彼女から、彼女

す。その土地の知恵は伝統的で歴史が刻まれ

述べた 2004 年の津波により海岸線の 3 分の

や、レジリエンスにとって、家族の存在、家

たものであり、その地域の問題を乗り越える

2 が被害を受けました。スリランカ南部のホ

族の支えがレジリエンスにとって重要である

解決策です。また、これらの計画は人を対象

Sri Lanka, an island located in the Indian

factor in resilience is her family, as well as

about what they want, so you have to consult

テルに宿泊していた多くの外国人も亡くなり

ことを学びました。また、スリランカは多宗

にしていることを忘れてはなりません。

Ocean, had 2/3 of its coastline affected by the

religion, which is very strong in Sri Lanka as

with people step by step when you work in

ました。国際社会は自国の人々が被害にあっ

教国家で宗教の力がとても強く、他の途上国

発展途上国で現地の方と共同プロジェクト

tsunami in December 2012. The international

in most developing countries, so religion is an

developing countries. You are not just working

breadwinner because of our livelihood project.

is about people. During the course of the

From her, I learned that the most important

project, people might change their opinions

た南部にばかり注目していましたが、実際は

と同様に、開発地域において宗教はレジリエ

をする時には、これら踏まえ段階的に人々と

community was mainly concerned with its

important part of community development.

with your group, you should be working with

東部・北部の方がもっと凄惨な状況で死者数

ンスの非常に大きな一部分となっていること

話し合わなければなりません。学校、地方自

own people staying in the hotels in the south,

Also, she talked about her friends and

schools, local government, local temples, and

も多く、しかし、こちらは南部と同じレベル

も学びました。また、私は、南部の津波生存

治体、寺院等プロジェクトの様々な利害関係

but actually most of the fatal damage was

community being there for her after the war.

other various people affected by the project.

の支援を受けることが出来ませんでした。

者である別の女性からも話を聞を聞いたので

者の協力が不可欠です。

in the east and north. There was also a 30
Another tsunami survivor in the south took

My project concerns social business and the

また、スリランカ国内では 30 年間に渡る

すが、彼女は慈善の援助は望まず、補償金で

以上が、私が信じているプロジェクトを成

year long ethnic war that affected Sri Lanka

民族紛争がありましたが、その被害も、津波

家を修繕し、現在は地元で食料雑貨を売る

功させる鍵です。私達は、ソーシャルビジネ

and that's another area where I have learned

her compensation money and started a shop

social value it can bring. The value of a project

とは別の領域でレジリエンスとサステナビリ

店を営んでいます。彼女も、家族の心の支え

スやプロジェクトの社会的価値を高めようと、

about resilience and sustainability.

because that's what she wanted to do. It was

is not only the price, but also the value to the

ティについて学ぶテーマになりました。

がレジリエンスの重要な部分であること、ま

今現在も活動を継続しています。プロジェク

her own path to resilience. The emotional

community. It is not only the cost of materials

た宗教、友人、地域の人々の心の支えが立ち

トの価値というのは、金銭的に測るだけのも

直る力であったことを話してくれました。

のではなく、地域貢献度で測るものだと思っ

女性の支援 = 家族、社会への支援

これらはどの地域でも共通していました。

ています。資源コスト、労働コストだけでは

helping women means
helping families and society

support she received from her family was a big

and labor, but also the value of elevated

part of resilience, as well as her religion, her

poverty. Let's put a price on environmental

friends, and her community. While the north

protection and social value.

私の活動は女性に焦点をあてています。そ

（しかし、北部は当時民族紛争が起きていた

なく、貧困の高まりもコストであるのです。

My focus has been on women, because I

was having an ethnic war at the time and not

れは、国の発展において、女性と仕事をする

ため、南部には十分に届いていた復興技術や

環境保全と社会的意義、こちらにこそ価値を

believe that in developing countries, women

receiving much aid, the south was getting aid

ことがサステナビリティとレジリエンスの要

支援物資が北部にはほとんど届かなかったこ

置いていくべきなのではないでしょうか。

are the key to sustainability and resilience. This

in the form of money, but also knowledge

講演者スライドデータは、本会議にご参加した方は会議ホームページ（www.satoyama.cn/sd2013）からご覧頂けます。閲覧以外での使用は、ご遠慮下さい。
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Ms. Kakuchi was born in Sri Lanka.After
graduating from Colombo University, She
studied at Sophia University, as well as at
Harvard University as a Nieman Fellow in
1997. Currently she is a correspondent for
the Inter Press Service (www.ipsnews.net)
in Tokyo, which specializes in development
issues. She covers themes environment,
minorities, and gender as they pertain to
Japan and Asia as a whole.
Her coverage of the December 2004 tsunami
devastation in Sri Lanka resulted in a book
on disaster volunteerism published by the
Iwanami Shoten company.

Those who participated in our conference can see speakers slide data from the conference website(www.satoyama.cn/sd2013). It is prohibited to use for another purpose.

文：藤江 香代／北九州市立大学
Text：Fujie Kayo / The University of Kitakyushu
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レジリエンスに裏打ちされたサステナビリティ
Sustainability based on Resilience

枝廣 淳子／幸せ経済社会研究所所長
Junko Edahiro / President, Institute for Studies in Happiness, Economy and Society
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Junko Edahiro

東京大学大学院教育心理学専攻修士課程修了。環境ジャーナリストとして、講
演、執筆、翻訳、コンサルティング等の活動を通じて「伝えること、つなげること」
による行動変容と広げるしくみづくりを研究。持続可能性を土台に、本当の幸せ
を経済や社会との関わりで学び、考え、対話する研究会を開催するほか、問題
のつながりを見出し、新しい価値を共創するウェブサイト「イーズ未来共創フォー
ラム」（www.es-inc.jp）を主宰。「つながり」と「対話」で、しなやかに強く、
幸せな未来の共創をめざす。ブータンの「豊かさと幸福：新しい発展のパラダ
イム」に向けた国際専門家作業グループメンバー。主な著訳書に、「不都合な
真実」、
「成長の限界 人類の選択」
「『エコ』を超えて―幸せな未来のつくり方」、
「GDP 追求型成長から幸せ創造へ」等多数。

Junko Edahiro obtained a Master's degree in Educational Psychology from The University of Tokyo. Still active today as an environmental
journalist, she is committed to communication and networking through lecturing, publishing, and translating on the environment, all
with the aim of causing behavioral change among people and building effective systems for a sustainable society. To comprehensively
study the relationship among happiness, economy, and society and work on these themes, she holds workshops on happiness and
sustainability. She organizes a website "e's Future Co-Creation Forum" to co-create new value from finding relationships among factors
within a problem. She contributes to co-creation of happy and resilient future through human connections and dialogue. Member
of the International Expert of Working Group for the New Development Paradigm appointed by the King of Bhutan. Her published
translations include "An Inconvenient Truth", "Limits to Growth: The 30-year Update", "Beyond 'Eco' - How to Make a Happy Future",
and "From Pursuit of GDP Growth to Creation of Happiness" based on "Life Beyond Growth".

What the Great East Japan
disaster taught us

even in developed nations, neither in relative
impossible for economic growth to continue

東日本大震災から学んだこと

The Great East Japan Disaster pointed out
が提唱され、実践されています。

forever, but if growth is stopped, we face

The Edo period and
steady-state economy

少をベースに考える必要があります。世界で

to us many ways in which our lifestyles, our

the problem of unemployment and social

確かに先 進 国では、GDP1 単 位 の 売 上を

は「 smart decline（ 賢 い 縮 小 ）」 等、 い か

economy, and our society has become so

instability. The concept of decoupling gives

When it comes to having a steady-state

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災が

も たらす 際 に 必 要 な 物 質 や CO2 排 出 量と

に賢く小さく幸せになってゆくかを研究・実

focused on short-term economic goals and

some hope of dealing with this paradox, but it

economy, I think Japan has another advantage.

私達に示したことは、私達のライフスタイル

いった原単位は改善しています。しかし、資

践し始めているところもあります。

conveniences that we have lost our long term

alone cannot solve our problems.

The Edo period lasted for 265 years. During

江戸時代の定常経済を現代に活かす

chance to reexamine our coexistence with

A vision of sustainability during
the era of population decline

there were no foreign invasions. At that time,

や経済、社会が短期的な効率性・利便性を

源やエネルギーの消費量も環境負荷もその

追い求めるがゆえ、中長期的なレジリエンス

絶対量は増大しています（図 1 ）。 相対的デ

（回復する力）を失っていたということです。

カップリングは起こっていても、その改善は

震災は私達と自然との共存を考え直す機会

拡大する生産量に追いつかず、絶対的デカッ

定常経済を考えた時、日本の 1 つの強み

となりました。サステナビリティを考える際

プリングは先進国でも起こっていません。 仮

は、江戸時代という歴史を持っていることで

には人や組織、コミュニティや社会のレジリ

に技術革新でデカップリングが可能だとして

す。江戸の 1603 〜 1867 年までの 265 年間、

も、経済成長を続ける限り、例えば GDP 当

日本は外国から侵攻されることもなく鎖国を

たりの CO2 排出量を最終的にはゼロどころか

していました。 国 内でもほとんど戦 争 のな

成長を必要とする
現代経済の抱えるジレンマ

マイナスにしなくては間に合わなくなります。

す。経済成長を続けることは持続可能ではあ

resilience. And, this disaster has given us a
nature. When we think of sustainability at this

エンスを組み込んで考えなくてはなりません。

that time Japan was closed to the world, and

time, we must think of people, the economy,
communities and society.

Japan's population was stable at 30 million
for 2 and half centuries. The country made a

Another aspect to watch is how Japan

tremendous effort to sustain by itself, without

develops a vision of sustainability during the

depending on anything from overseas. It was

The Dilemma of Growth

era of population decline. After the total

also a peaceful time, with almost no domestic

Japanese population peaked in 2004, the

conflicts. The annual economic growth rate

かった平和な時代で、日本の経済や文化が

We a r e fa c i n g "A g r o w t h d i l e m m a".

country entered into an era of declining

was about 0.4%*. People wouldn't have

従って、解決策として提唱されてきたデカッ

独自の発展を遂げた時代でもあります。 当

Co n t i n u i n g e c o n o m i c g r o w t h i s n o t

population. In 100 years, Japan might return

perceived any economic growth in their

プリングは問題解決にならないのです。

時の日本の総人口は約 3,000 万人。 ほぼ変

sustainable. It is not stable for the economy

to the population level of 100 years ago

lifetime, considering the life expectancy of

動がなく、2 世紀半もの間、人口が安定して

not to grow either. Our economy is based

that was 1/3 of the current population. This

the time. In that sense, we can say that, in the

私達は〝成長のジレンマ〟に直面していま

人口減少時代のサステナビリティ

りません。しかし成長がなければ安定を損な
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"smart decline" initiatives, and shrinking cities.

or absolute terms. So we now know that it is

いました。海外からは何も輸入せず、全てを

on the exponential and infinite growth of

change is dramatic, never before experienced

Edo period, they had a steady-state economy.

国内の資源やエネルギーで賄っており、経済

credit and investment linked to material

in Japan or abroad. We must also note that

In the Edo period, people valued the concept

うということです。エコロジカルフットプリン

私は、日本がいかに人口減少時代のサス

成長率は年 0.4% 程度※。当時の寿命を考え

resources from the Earth, which are finite.

this economic bubble burst at the beginning

of sufficiency. And they fostered a wonderful

トによると、今日の人間活動は地球 1.5 個分

テナビリティを創り出すかということがポイン

れば、人生の間に経済が大きくなったとは実

Today's economies are perpetuated with self-

of the 1990s and since then the economy has

culture in the context of economy and

を消費しています。しかし地球は 1 つ。私達

トだと思っています。 日本は 2004 年に総人

感できない、いわゆる定常経済でした。

reinforcing feedback loops in which profit

remained stagnant. The last 2 decades have

society that was not continuously growing.

の経済は、負債によってどんどんとお金が生

口がピークに達した後、人口減少時代に突入

江戸時代の日本は、「足るを知る」という

and labor productivity continue to increase.

been called "the lost 20 years". This may be a

Westerners who visited Japan at the end of the

み出され、投機によって膨張するものになっ

しました。 今後の 100 年で 100 年前（明治

価値観を大事にし、拡大を続けない経済・社

This means that if the size of the economy

problem for those who believe in the prospect

Edo period left behind many writings praising

ています。実態を伴わずに作り出され膨らま

時代後半）の人口水準に戻ってゆく可能性が

会の中で、素晴らしい文化を生み出しました。

doesn't grow, we need less and less workers.

of unlimited economic growth. But in my

the Japanese, saying how polite and cheerful

されたお金は、いつでも地球から取り出した

あり、この変化は千年単位で見ても、海外

江戸末期に日本を訪れた欧米人が「礼儀正

The structure of today's economy is designed

opinion, Japan is ahead of the world by being

they are and how happy they look. Of course

物と交換できる。これでは地球はもちません。

を見ても類を見ない、極めて急激な減少で

しく、朗らかで、なんと幸せそうな人々だろ

so that if economic growth is stopped,

forced to come to terms with the steady state

the Edo was not a utopia and they had many

一方、現在の経済構造は、利益を投資と

す（図 2）。 他のアジア諸国も今後数十年の

う」と称賛した記録が多数残っています。も

employment will decline, and this could result

economy, which means an economy that can

problems, just like other countries. But still,

して労働生産性改善に振り向けるため、そ

間に似た状況に直面することになると考えら

ちろん江戸時代にも沢山の問題がありました

in social instability. We only have the choice to

be dynamic while its size stays the same. Japan

it can be held up as a model of a sustainable

れによる雇用の減少を打ち消すだけの生産

れます。日本経済は 20 年ほど停滞しており、

が、265 年 間に渡って、自国にある資 源 の

either expand or collapse.

is facing major challenges of saying goodbye

s o ciet y that us ed domes tic res ources

to a continuously growing population, and

sustainably to maintain itself for 265 years. I

規模の拡大が常になければ、失業者が発生

失われた 20 年とも呼ばれています。このこ

持続可能な活用だけで社会を成り立たせて

Some people have proposed the concept of

し、経済や社会の安定を損ないます。従って、

とは、経済成長至上主義から見れば問題かも

いた江戸時代は、「持続可能な社会」のお手

"decoupling". With decoupling, we see an

constantly growing economy before the rest

strongly believe there are many lessons we can

現在の成長を土台とした経済は、成長し続け

しれませんが、来るべき「定常経済」 の姿

本です。 江戸時代のコミュニティから学べる

improvement in intensity of material input

of the world has to deal with them. We must

learn from this Edo period, and share this with

ないと安定できないものとなっており、拡大

を先取りしているのではないでしょうか。 定

ことも沢山あるに違いありません（図 3）。

or of CO2 emissions by unit of sales. But the

design our cities and communities, as well as

other countries as well. Sustainability is not

か崩壊かの 2 つの選択肢しかありません。

常経済とは、活発な経済活動は繰り広げられ

サステナビリティは単に技術やライフスタ

point here is that even if material intensity or

our very economy and society, based on the

just technology or lifestyle. We have to shift

このジレンマへの解決策として、技術の力

るけれども、その規模は拡大していかない経

イルの話ではありません。社会をレジリエン

CO2 emissions per unit of sales improved, with

idea that population will decline and economy

our economy and lifestyle to a steady state

で、たとえ GDP が増えても、資源やエネル

済のことです。 日本は世界に先駆けて、人

スを持った定常型経済へとシフトし、グロー

increasing sales will result in a net increase

won't grow. In some parts of the world,

one with built- in resilience, and we also have

ギーの消費量、CO2 等の環境負荷は増やさ

口も経済規模も大きくなり続けるという「右

バル化とローカル化のバランスを取り戻さな

in material input and CO2 emissions. And it

people have already started to study and

to regain the balance between globalization

なければよいという『デカップリング（資源

肩上がり時代」から決別し、都市づくり・ま

くてはなりません。それには、コミュニティ

is important to note that, in spite of all the

put into practice intelligent ways to become

and localization. In this regard, I believe

消費および環境影響と経済成長の切り離し）』

ちづくりも、経済や社会の在り方も、人口減

が大きな役割を担うと私は信じています。

good intentions, no decoupling has occurred,

smaller while staying happier. We hear about

communities must play a very important role.

講演者スライドデータは、本会議にご参加した方は会議ホームページ（www.satoyama.cn/sd2013）からご覧頂けます。閲覧以外での使用は、ご遠慮下さい。

※ 江戸時代の研究家・石川英輔氏の計算による

Those who participated in our conference can see speakers slide data from the conference website(www.satoyama.cn/sd2013). It is prohibited to use for another purpose.

* Eisuke Ishikawa, a leading researcher on the Edo period, estimated

文：柳井 映美／北九州市立大学
Text：Eimi Yanai / The University of Kitakyushu
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テーマ「アジア的サステナビリティについて考える」
Theme "Asian Sustainability"

コーディネーター Coodinater
前田 利蔵／公益財団法人地球環境戦略研究機関（iGES）北九州アーバンセンター主任研究員、副所長
ジャガット・プレマクマラ・ディキャラガマラララゲ
／公益財団法人地球環境戦略研究機関（iGES）北九州アーバンセンター研究員
Toshizo MAEDA / Institute for Global Environmental Strategies
Senior Researcher, Deputy Director of Kitakyushu Urban Center
Dickella Gamaralalage Jagath Premakumara / Institute for Global Environmental Strategies,
Resercher of Kitakyushu Urban Center

共通のアジェンダ ̶
コーディネーター前田氏より

に回避すべきかという点において、若い世代
への教育にも役立つとも付け加えました。カ
ンボジアでは、政府は未だ外国からの支援

Common Agenda ̶ Direction
from Coordinator Maeda

outside investment, and therefore has little
right to complain about any adverse effects

持続可能な開発とは、市民社会、民間セ

を必要としており、それゆえ、カンボジアに

•Sustainability is a process of local

of foreign investment on the poor, like in

クターおよび地方自治体によって行われる草

おける土地投機の問題のように貧困層への

actions taken by civil society, private

the case of land speculation in Cambodia.

の根的活動のプロセスといえます。では、持

海外投資の悪影響について何も言うことがで

sector and local governments. What is

Universities don't have much of role in

続可能な開発において、市民社会、民間企

きないのが現状です。多くの活動や行動は政

the role of civil society, What is the role

Cambodia yet, because most actions come

業やものづくりを担う人々、地方自治体のそ

治家から起あこされ、その汚職も問題となっ

of private sector/manufacturers and

from politicians and corruption is a problem.

れぞれの役割とは何でしょうか。

ている中で、世界の中でカンボジアは未だ何

What is the role of local government?

The way around this is to promote activities

持 続 可能な開 発は、自由や平 等（ジェン

の役割も持てていないのです。これを回避す

Sustainability should respect key values,

at the ground level among the people

ダー）、連携、文化、自然への尊重、責任の

る方法は、人々が草の根レベルでの活動を促

such as freedom, equality (gender),

themselves, and upgrade their networks

共有といった鍵（重要）となる価値を尊重す

進し、自分たちのネットワークと貯蓄の水準

solidarit y, culture, and respec t for

and savings. Where necessary, the poor can

べきです。これは、より大きな意識向上と能

を上げることだともビサル氏は指摘していま

nature and shared responsibility. This

contribute labor instead of money.

力育成（キャパシティビルディング）を必要

す。具体的には、必要に応じて、貧しい人々は、

requires greater awareness-rising and

Ms. Kakuchi and Ms. Edahiro were asked

とします。我々はこれをどのように達成すれ

お金の代わりに労働を寄付することがでるよ

capacity building. How we can achieve

for their comments on the roles of different

ば良いでしょうか。そして、ジャーナリスト

うな仕組みづくりも必要になってくるのでは

this? and What is the role of journalists,

sectors in sustainability. Ms. Kakuchi noted

や NGO/NPO の役割とは何でしょうか。

ないでしょうか。

and What is the role of NGO/NPOs?

that large companies are strong in Japan.

カクチ氏と枝廣氏にも異なる機関のそれぞ

18

of Cambodia, the government still needs

4
1

2

3

4

They are the drivers of economic growth, and

加茂野氏（日本）は、北九州市政において

れが持つ役割について尋ねました。カクチ氏

Mr. Kamono said that in Kitakyushu, the

they also have a responsibility to look after

「NPO 法 人 里山を考える会 」が 鍵となる役

は、日本は大企業の存在は大きいと指摘して

Satoyama NPO played a key role, along with

their staff and their host communities. In

割を担っており、カンボジアのケースにはと

います。大企業は経済成長を牽引しており、

the city government. This could be a good

places like Sri Lanka and Cambodia however,

ても良い事例になりうるとコメントしました。

また、その社員や子会社等を支える責任があ

lesson for the Cambodian case. Mr. Akaike

this is not the culture ̶they are dependent

それについて赤池氏（日本）は、ビサル氏（カ

ります。しかしスリランカやカンボジアには

asked Mr. Visal to comment on Kitakyushu's

on aid rather than asking companies to take

ンボジア）に北九州市のモデルケースについ

このような文化はありません。彼らは、日本

model. Mr. Visal responded that he was

charge as is done in Japan.

てどう思うかを尋ねました。ビサル氏は、初

のように企業に責任を求めるよりむしろ、援

impressed with the previous day's excursion,

Ms. Edahiro agreed that companies can be

日のエクスカーションにて感銘を受けたこと、

助に依存しているのです。枝廣氏も日本の開

that it was good for community members

drivers for development in Japan, but the

その理由として、エクスカーションで見学し

発は企業手動であることに同意しています。

to be able to see exactly what is happening,

key success factor in the case of Kitakyushu

た施設や聞いた話は、地域の人々は実際にこ

しかし、北九州市の事例における成功の鍵は、

and to have room to voice concerns like

was the collaboration between government,

の地で何が起こったのかを知ることができ、

行政・市民・企業の恊働があったのだと述べ

in Kitakyushu in the 1960s. Adding this

civil society, and companies.

1960 年代の北九州市のように考え声を上げ

ています。クマラ氏は、総括として、ステイ

historical view can help educate the younger

As a final remark, Mr. Kumara noted that

ることができる機会を与えられていることを

クホルダー同士のコミュニケーションが大切

generation on how to avoid the mistakes

this communication between stakeholders

挙げました。またこの歴史は、潤沢にあった

である一方、また、行動を起こすことの重要

of the older one, as well as take away the

is important, but talk is nothing without

ものを失ってしまった過去の過ちをどのよう

性を強調しました。

things that were done well. In the case

action.

パネリスト 1 加茂野 秀一／北九州市環境局環境未来
都市推進室室長 2 ソク・ビサル／都市貧困地域開発基
金 代表（カンボジア）3 赤池 学／株式会社ユニバーサ
ルデザイン総合研究所 所長 4 スヴェンドリニ・カクチ
／ジャーナリスト、 IPS 東京特派員 5 枝廣 淳子／幸せ
経済社会研究所所長
Panelist 1 Syuichi Kamono / Executive Director.
Of fice for Environmental Future Cit y Promotion
2 Sok Visal / UPDF : The Urban Poor Development
Fund (Cambodia) 3 Manabu Akaike / the director
of Universal Design Intelligence Inc. 4 Suvendrini
Kakuchi / Journalist, Tokyo Correspondent for Inter
Press Service 5 Junko Edahiro / President, Institute
for Studies in Happiness, Economy and Society

5

文：武政 花佳、伊原 靖二、古村 友美／北九州市立大学
Text：Kana Takemasa, Seiji Ihara, Tomomi Furumura / The University of Kitakyushu
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Sectional Meeting

エネルギー│ Energy

趣旨／目的│ Theme and Purpose

コーディネーター│ Coordinator

エネルギー消費を極力抑えた文化・文明の

小野田 弘士／早稲田大学 環境総合研究センター 准教授

在り方を考え、その上で資源枯渇や環境

Hiroshi Onoda / Associate Professor, Waseda University

汚染、事故や災害、社会情勢の変化等の

Environmental Research Institute

リスクを回避した持続的なエネルギー源を
いかに確保するかの共通理解を深める。
Deepen a common understanding of how
to secure sustainable energy sources that is

参加者
小野 真理香、酒井 良治、梶原 浩之、堤
資生、吉田 格、渡辺 富士也、角田 健男、
中嶋 崇史、Andante Hadi Pandyaswargo、
香 川 治 美、Nicolas Hilmidya、Sok Visal、
小野田 弘士、サイモン・ギルビー、今井
健一、Fritz Akhmad Nuzir、Qianyu Dong、
姫島 恵理、沖 啓介、白石 明日香、二ノ宮
傑、佐藤 菜生、佐藤 栄作、池隅 達也、光
井 康浩、相馬 淳美、絵内 祐樹、根本 圭
祐、山岡 美香、西田 信吾、井上 雄祐、日
浦 英樹、前田 利蔵 、武政 花佳、甲斐 萌（順
不同、敬称略）

unaffected by the risk environment pollution,
resource depletion, accident, disaster and the
change of social situation after considering the
nature of culture and civilization that held as
much as possible the energy consumption,

分科会スピーチ│ Sectional Meeting Speeches
「村規模での再生可能エネルギー電化：
インドの事例」
"Village-Scale Electrification with Renewable
Energies: The Case of India"

「スマートコミュニティのための
エネルギーシステム」
"Energy System for Smart Community"

今井 健一／公益財団法人国際東アジア研究センター主任研究員

小野田 弘士／早稲田大学 環境総合研究センター 准教授

Kenichi Imai / Senior researcher of the International Center for the
Study of East Asian Development, Kitakyushu

Hiroshi Onoda / Associate Professor, Waseda University, Environmental
Research Institute

インドで地方農村部の電化

For the promotion of rural

スマートコミュニティの実現

The implementation of the Smart

促進のため、再生可能エネ

electrification in India, an effort is

には無駄を無くし、市民と産

Community would be impossible

underway to build self-sufficient

業、ビジネスや農林漁業が協

without the critical cooperation

自給自足の取組をしている。

village energy units using renewable

力していくことが必要不可欠

of citizens, industry, business, and

これらの取組が地域経済に

sources. These efforts are being

である。スマートエネルギー

agriculture, forestry and fisheries

ルギーによる村単位の電力

もたらす効果を州あるいは

analyzed for effectiveness in the

タウンでは民間、共有、公共

associations. The Smart Energy

県レベルのデータ等を用い

hopes that they could be expanded to

セクターで協力し、これを実

Town is a collaboration of private-

て実証的に分析している。

the state or perhaps prefectural levels.

現しようとしている。

and public-sector interests.

9th June 2013
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分科会まとめ発表│ Presentation from Sectional Meeting

エネルギーでつながるコミュニティ
Ties between energy and community
私達はコミュニティとエネルギーの関係について検討しました。
現在、電気を作る原料として主に天然ガスと石油を用いていますが、
特に石油は持続不可能なエネルギーであり、供給量には限りがあり
ます。そのため将来的に持続可能なエネルギーを用いて電気を作り
出すことが重要で、これがさらなるコミュニティの発展と貧しい地
域の収入源に繋がります。また日本とアジアのギャップについても
議論しました。途上国における日本企業の技術支援は十分に機能し
ていません。膨大な費用がかかったり、メンテナンスが十分に行え

「パッシブ・ファースト！〜風の共有」
"Passive First! – Sharing of Wind"

「北九州スマートコミュニティ創造事業」
"Kitakyushu Smart Community Creation Project"

吉田 格／株式会社 LIXIL ジャパンカンパニー 営業企画統括部ハウジング企

梶原 浩之／北九州市環境局環境未来都市推進室 次長

画部

Tadashi Yoshida / LIXIL Corporation, Head of Housing Planning Office

Hiroyuki Kajiwara / Associate Manager, Officce for Environmental Future
City Promotion

断熱、気密、通風、採光・遮

By prioritizing natural environment

北 九 州 市 で は、豊 かな 市

The City of Kitakyushu is promotes the

光といった自然環境を考慮し

fe ature s su c h a s insulat i o n,

民生活を実現するスマート

Kitakyushu Smart Community Creation

た建物の基本性能を優先する

air tightness, ventilation, and

コミュニティ事業を推進し

Project to achieve a high quality of life

という「Passive First」をコン

lighting, Passive First is a concept

ており、これらの事業で蓄

for its citizens. It aims to realize a smart

セプトに住宅を建築すること

of housing construction with the

積した 知 見やノウハウを、

industry that provides stable and low

によって、風の特性を有効利

ability to use practical ways to

地 域産 業に安定 的で 安 価

price energy to local industries through

用しエネルギーの利用量を減

decrease energy use and, and use

なエネルギーを提供するス

accumulation knowledge and know-

少させることが可能である。

natural features more effectively.

マートインダストリーにも

how by collaboration among industry,

活用していく。

academia and residents.

グループミーティングのテーマ│ Group Meeting Themes
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ないことが原因です。このギャップを改善するために、日本がアジ
アの他の国々から新しい生活スタイルを学び、ライフスタイルを変
えることで改善されるのではないかという意見が出ました。また、
日本からアジアの方にシェアできることもあるとも思いました。
そこでホームステイをすることや交流事業等暮らしの「シェア」を
提案したいと思います。エネルギー分野におけるシェアは、まずエ
ネルギーの利用効率を上げる手段として銭湯やシェアハウス、効率
的な食料生産等が考えられます。ライフステージに基づくシェアと
しては、家族間でのおさがりの活用等があります。コミュニティで
のシェアとしては、乗り物の共有やバッテリーのシェア、暑い日に公
共の建物等で過ごす街中避暑地等が挙げられます。シェアすること
は無駄を無くすことにもつながり、より一層サステナブルなコミュ

会場は北九州イノベーションギャラリーの多目的スペースを使用。グループミー
ティングでエネルギーのテーマから貧困やコミュニティ等話しが膨らみ、考え
を深める事ができた。
The multi-purpose space of the Kitakyushu Innovation Gallery was utilised
as the venue. By talking extensively in the group meetings, it was possible
to deepen thoughts about themes from energy to poverty to communities.

ニティの実現につながります。

We investigated the relationship between

development assistance in order to function.

methods were considered.

communit y and energy. Currently, the

The reason of it is that spend huge cost to

In the case of "Share" based on life stage,
the use of hand-me-down is also good way.

グループミーティングでは下記のテーマついてグループごとにディスカッションを行った。

main sources of energy are natural gas and

use it, and maintenance is not enough.

Discussions were held in group meetings according to the following topics.

oil, but petroleum based sources are an

We thought it is necessary for Japanese to

In the community, the joint ownership of

unsustainable source in the long term in that

learn different lifestyle from Asian countries

transportation and batteries and on hot

the supply is limited. Therefore, it is necessary

to improve this situation. We proposed that

days in hot regions people can meet in

to find more sustainable sources in the near

homestay and international exchange event.

public buildings to escape the heat are very

future, which can be a source of income for

Regarding the energy field of "Share", first

effective.
"Share" doesn't only lead to eliminating

1

北九州市のスマートコミュニティへの期待と見通し│ Kitakyushu City Smart Community Expectations and Outlook

2

コミュニティとエネルギー │ Community and Energy

3

日本とアジアのギャップと対処法 │ How to deal with the gap between Japan and the rest of Asia

4

シェアはエネルギーの分野 field でどのようであるべきか ? │ What "share" should be in the field of energy.

5

私達のライフスタイルはどのように変化する必要があるか ? │ What necessary for us to change our lifestyles?

impoverished regions. The gap between Asia

the use of energy as a way of increasing

and Japan was also discussed. Developing

energy ef ficienc y 、 public baths, share

the waste, but also read more to create (the

countries cannot continue to rely on Japanese

houses, and ef ficient food produc tion

realization of ) a sustainable community.
文：武政 花佳、甲斐 萌／北九州市立大学
Text：Kana Takemasa, Moe Kai / The University of Kitakyushu
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趣旨／目的│ Theme and Purpose

分科会

1.

コミュニティや地域の多様性を理解する。

2.

自分の暮らすコミュニティの未来を考える。

3.

未来のコミュニティのために、自分ができる

4.

ことを考える。
未来のコミュニティをデザインし、そこに到

Sectional Meeting

るシナリオを作成する。

コミュニティ│ Community

1.
2.

コーディネーター│ Coordinator

Understanding the diversity of communities and regions
Considering the future of our livelihoods and

参加者
杉本 秀樹、鈴木 勝美、松永 裕己、宮脇 伸歩、ディ
キャラガマラララゲ・ジャガット・プレマクマラ、池
本 朋子、Sriram Shashank、Teerapoj Teeropas、裴
雪、Leung Yiu Wa、So Sokuntheary、Suvendrini
Kakuchi、 枝 廣 淳 子、Paramita Beta、Kong Ling
Xiao、Alicia Castill、松井 翔太、大山 裕美、寺崎
友香里、廣本 優菜、宮本 亜可子、渡邉 このみ、後
藤 康太、三山 晃希、渡邊 真未、杵島 美仁、緒形
かおり、末松 しずか、玉田 真奈美、小山 友也、中
山 あきの、久保 雅義、青島 駿 太、石谷 百合加、
泉 香苗、Pornpimon Bookum、古川 健吾、
一久 保晶、
坂田 佳子、古村 友美、伊原 靖二（順不同、敬称略）

communities

松永 裕己／北九州市立大学大学院 准教授

3.

Hiromi Matsunaga / Graduate School of Business Administration,

Considering what we can do for the future of our
communities

Associate Professor, The University of Kitakyushu

4.

Designing communities of the future and arriving
at scenarios for their implementation
タイの手工芸品開発
Thai Community Craft Development

分科会スピーチ│ Sectional Meeting Speeches
「サンボー・プレイ・クック遺跡の
持続可能な保存と開発」
"Sustainable Conservation and Development
of the Monuments of Sambor Prei Kuk Group"

ティーラポ・ティーラパ／キングモンクット大学（バンコク、
タイ）

Teerapoj Teeropas / King Mongkut's University of Technology Thonburi
(KMUTT), (Bangkok, Thailand)

ソー・ソクンテリー／サンボー・プレイ・クック遺跡保存事業、プロジェクト
実行員（カンボジア）

タイの多くの手工芸品は、創

Many handicrafts in Thailand are

造 性 の 余 地 を与えな い 金

made from a mold, giving little

Sokuntheary So / Sambor Preikuk Conservation Project and Lecturer on
History of Khmer

型 か ら 作 ら れ る。 し か し、

room for creativity. However, Mr.

Teerapoj 氏は、人々が非対称

Teerapoj challenged people to

サンボー・プレイ・クッ

She did collaborative research on the

ク遺跡（カンボジア）に

形のようなより革新的なデザ

make more innovative designs

Sambor Prei Kuk group of temples. She

おいて地域の方々と一緒

インを創ったり、できるだけ

like asymmetrical forms, and to

explains how the local people were

に文化遺産の発掘調査、

使いやすい製品を作ることが

make goods as user-friendly as

involved in the research, conservation,

保 存 をし、 観 光 や 持 続

できるような挑戦をしている。

possible.

and tourism development efforts, and

的な仕事づくりに繋げる

the ways their involvement made the

取り組みを行っている。

activities more sustainable.

乳幼児を守る
"Saving Lives at Birth"
スリラム・シャーシャンク／インド国立デザイン研究所（NID）
プロダクトデザイン専攻（アフマダーバード、インド）

Sriram Shashank / Post Graduate Diploma In Product Design, National
Institute Of Design (NID) (Paldi Ahmedbad, India)

インドを初め、多くの発展

In India, as well as in many other

途 上 国では、 出 産 時 の 乳 児

developing countries, the rate of

と妊 産 婦 死 亡 率が非 常に高

infant and maternal mortality at

い 状 況 にあります。 出 産 は

delivery is very high. Babies are

村の助産師によって行われま

delivered by a village midwife

すが、合併症や死亡が起こっ

and, in the event of complications

た場合、母親は「呪われた」

or death, the mother is branded

母 親とされ、 助 産 師 もそ の

as "cursed" and the midwife is

責任を問われます。

held responsible.

「中国における農業を通した世代間交流組織」
"A vegetable-sharing organization in China"
シュエ・ペイ／江南大学、プロダクトサービスシステムデ
ザイン専攻（中国）

Xue PE / Jiangnan University, Product Service System Design (China)

中 国 で は 農 業 従 事 者と

In China, there is a great distance

消費者の間に隔たりがあ

between farmers and consumers when

り、ある地域では、仕事

it comes to food production. In one

を引退した人々が農業を

community, the high proportion of

行い、若い世代から興味

retired people grow vegetables. But, it

を得ることは難しい。そ

is difficult for them to get any interest

の解決案として、若者に

from younger people. So, in a type of

地元野菜への関心を高め

social innovation, a vegetable-sharing

ると同時に、高齢者の地

organization was formed to increase

位向上のため、野菜共有

interest in local food among the young,

組織を設立した。

as well as elevate the status of the elderly.

グループミーティングのテーマ│ Group Meeting Themes

Sriram 氏とそのチームは、
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緊 急 事 態 の 際にすぐにそ の

Mr Sriram and his team made a

地区組織を呼ぶことができる

device for midwives to monitor

ように助産師が出産を監視す

a birth so that they can call the

るデバイスを作りました。こ

district authority for help in time

れにより、多くの命を救うこ

to save the baby and mother.

とができ、人々が出産につい

This way, lives can be saved and

てのより良い理解を得ること

people can better understand

ができるようになりました。

what causes births to go wrong.

グループミーティングでは下記のテーマついてグループごとにディ
スカッションを行った。

Discussions were held in group meetings according to the following topics.

1
2
3
4

環境をシェアする│ Sharing environment
文化をシェアする│ Sharing culture
スキルをシェアする│ Sharing skills
モノをシェする│ Sharing things

9th June 2013

カンファレンス Ⅱ Conference Ⅱ

分科会まとめ発表│ Presentation from Sectional Meeting

多様なコミュニティの考え方をシェア
Thinking about different communities
環境をシェアする：環境的にサステナブルなコミュニティには 4 つ
の条件が必要です。1 つ目が自分達でコミュニティを管理すること。

2 つ目は、健康なコミュニティであること。3 つ目は資源を循環させ
ること。4 つ目は知識が豊かなコミュニティにすること。そのため
には、お互いに考えや情報を提供しあう必要があります。
文化をシェアする：私達は違った文化を持っているので、まずはお
互いを理解することが大事です。またそういった考えを次の世代に
伝えていくことも大事です。
これらのためには、信頼を築くこと、カーボンフットプリント、健康
なコミュニティ、自尊心を確立すること、農地を守ること、平和で
あることが重要です。
スキルをシェアする：コミュニティには持続可能な開発のための固有
の解決策あります。そういったシステムや技術を交換し合うことが
大事です。また、優れた考えや知識を独占するのではなく、もっと
公開していく必要があると思います。
モノをシェアする：環境に優しく、便利で、文化的で、平和で、人
と人とがかかわりあえるコミュニティしたいと思います。そのために
シェアできるものを考えました。1 つ目が住む場所です。シェアハ
ウスは環境によく、人との関わりも生まれます。2 つ目が知識です。
例えばレシピや、本です。3 つ目がモノです。自転車や車をシェア

コミュニティの分科会は、開催地域の東田にあるまちのコミュニティルーム「東田エ
コクラブ」で行なった。気候が良いため、デッキの上でのミーティングでは、比較的
若い方が集まり、未来のコミュニティについての議論を行なった。
The Community group was held in the Higashida Eco Club, which is a community
room in the Higashida area. A relatively young group gathered on the deck for a
discussion on communities of the future that can keep the climate hospitable.

することが可能です。

S h a r i n g e n v i r o n m e n t : To b u i l d a n

understanding is vital. And it is also important to

Sharing things: An environmentally sound,

environmentally sustainable community, the

communicate this to the next generation. In order

convenient, multicultural, peaceful community

following 4 conditions are necessary. The first is

to reduce our carbon footprint, have a healthy

in which people are interconnected is ideal. To

autonomous management of the community. The

community, self-respect, and protect agricultural

help build that, we thought of various things

second is to be a healthy community. The third is

land, building of trust and harmony is essential.

that can be shared. The first was living spaces.

the circulation of resources. The fourth is to be a

Skill Sharing : There are various unique

Shared houses are better for the environment,

community in which knowledge is abundant. For

strategies for the development of sustainable

and allow for connections between people.

those conditions to be met, it is necessary to think

communities. For the aforementioned system,

The second is knowledge. For example, recipes,

of the mutual sponsorship of information.

it is important to have an economic exchange.

books, and so on are examples of shared

Sharing culture : Because we all come

Furthermore, we seek not a monopoly on great

knowledge. The third is things. Activities such

from different cultures, coming to a mutual

knowledge, but keeping an open source of it.

as car sharing can contribute to sustainability.
ライター：古村 友美、伊原 靖二／北九州市立大学
text：Yumi Furumura, Seiji Ihara / The University of Kitakyushu
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Sectional Meeting

ものづくり│ Manufacturing
コーディネーター│ Coordinator
高柳ヤヨイ／西日本工業大学デザイン学部准教授

Yayoi Takayanagi / West Japan Institute of
Technology Design Associate Professor

参加者
川端 将徳、津田 和俊、高柳 弥生、清水 康利、
木村 博幸、阿武 晃治、林 志浩、松田 晋太郎、
Wening Lastri、Prum Sokheng、竜口 隆三、
Donny Koerniawan、Zeshen Sun、岩瀬 佑樹、
上野 薫乃、河上 史和、重冨 正智、髙田 亮、
滝井 純平、徳山 将之、中尾 雄太、藤本 雄喜、
吉永 梨乃、永野 未来、眞鍋 圭治朗、フ・ジョ
ウ、オウ・デンリュウ、今井 景多、磯野 重浩、
真栄田 喜大、白柿 華奈美、下迫 裕揮、内
田 美佐子、西平 宗貴、Youngdo Jung、裴涛、
原 千里、矢萩 栞、柳井 映美（順不同、敬称略）

趣旨／目的│ Theme and Purpose

これからは多様な文化の中で持続可能なものづくり

We seek sustainable craftsmanship and manufacturing from various

が求められます。今回はインドネシアの農業を例に、

cultures. Sustainable manufacturing will be required among the various

機械の投入で地域が将来どのようになるのか未来予

cultures in the future. In this time, we drew a painting of the future what
happen in this region with bringing in machines using an example from

想図を描きます。そこからどういったものづくりが

agriculture in Indonesia. Using an example from Indonesian agriculture, by

必要なのか考えます。

releasing a mechanical product, the region can draw a blueprint for the
near future. From here it is necessary to think about craftsmanship.

分科会スピーチ│ Sectional Meeting Speeches
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持続可能なものづくり
Sustainability in Manufacturing
現代に求められるものづくりは、コミュニティの特性に合わせたもので
あるべきです。例えば、インドネシアでは、今でも鍬や鋤を使いながら手
作業で稲作等の農業をしています。そこに、いきなり 1 人で田植えや稲刈

「生活の中からサステナブルを考える」
"Thinking about sustainability from lifestyles"

「公共トイレのグローバルデザイン」
"Global Design of Public Toilets"

清水 康利／ TOTO 株式会社 ESG 推進部上席研究主幹

竜口 隆三／西日本工業大学 デザイン学部 教授

Yasutoshi Shimizu / TOTO LTD. Senior Research Manager ESG Promotion Dept.

Ryuzo Takiguchi / Professor, West Japan Institute of Technology
Department

TOTO で は 商 品 を 通して、

TOTO is making an effort to reduce

環境インパクト削減に取り

the environmental impact of its

組んでいます。例えば、水

pro duc t s . F o r e x ampl e, water

洗トイレで使用する水の量

consumption through the use of

を 毎 年 約 3% の 割 合で 減

flush toilets has been reduced by

少させたり、西日本工業大

3%, in cooperation with West

学と協力し、トイレのユニ

Japan Institute of Technology, toilet

バーサルデザイン化に取り

universal design efforts is an example

組み、ものづくりからサス

of how to think about sustainable

テナブルを考えています。

design through manufacturing.

公共トイレは様々な人々が利

Even though public toilets are

用するにも関わらず、実は使

used by a variety of people, in

い勝 手 の 研究は進 んでいま

fact research about them is not

せん。私達は、洗浄ボタンが

usually conducted. However, we

分からず困った経験のある方

listened to experiences of trouble

の話等を聞き、ユーザー検証

with the flush button, and user

を重ね、より多くの人に使用

problems, and at tempted to

しやすいトイレづくりに挑戦

make a toilet that is more easily

しています。

used by people.

Kaori Okado / Osaka City University Urban Research Plaza
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ジ ャ バ の 人 々 は "Gotong

The Javanese possess a special

Royong" と呼ばれる助け合いの

spirit of helping called Gotong

精神を持っている。またコミュ

Royong". T his is a musical

ニティで一丸となって演奏する

performance done as a group.

伝統音楽が受け継がれている。

They inherit the traditional

やさしさと文化を大事にする人

musical per formance all

間性から、
「助け合い、お持ち

together. Because gentleness

より、おすそわけ」の考えを改

and culture have importance

めて学ぶことができる。

for humanity, "helping, giving,

か。生産効率は上がり、農家の人々の労力は格段に軽減するでしょう。し
かし一方で、雇用を奪い、地域のコミュニティを崩壊させてしまうかもし
れません。
では、彼らの雇用を奪わず、同時にコミュニティも壊さずに農業問題を
改善することはできないのでしょうか。様々な方法がありますが、最新式
の機械を導入するのではなく、日本が 1950 〜 60 年代に使用していたよう
なひと手間かかるような農具を導入してみるのもひとつの手です。ひと手
間かかる農具であれば、雇用を維持しつつ農作業の負担を軽くすることが
できるでしょう。
つまり、ただ便利なモノをデザインするのではなく、地域の文化や生活
様式に基づいたその地域の未来図を予想することで、モノや技術がその地
域に根付き、持続するのです。昔は日本のコミュニティにも「たすけあい、
おもちより、おすそわけ」が息づいていました。今こそ、改めてアジア全体
の文化や生活様式を共有して考えなければならない時です。そしてさらに、
モノや技術が定着するコミュニティを包括して、その土地、場所、地域の人々

「ジャバの暮らし」
"Livelihood in Java"
岡戸 香里／大阪市立大学都市研究プラザ 特別研究員

りが簡単にできてしまう最新式のマシンが導入されるとどうなるでしょう

が将来どのように変わっていくのかビジョンを描いていくことが大切です。

ものづくりの分科会では、最先端の話しだけでなく、インドネシアとネットでつ
ながり、直接ローカルなものづくりの話しを聞く事により、それぞれが抱えるメ
リットやデメリット、ギャップを考える事ができた。
In the Manufacturing group, we talked about not only cutting edge
technologies, but also about ties to the Indonesian net, to use the
advantages and disadvantages, as well as being able to think about the
gap according to what the ideas of the immediate local area.

グループミーティングのテーマ│ Group Meeting Themes

What is currently being sought in the making

of the community. So then, what should be

into account the region's culture and livelihood,

グループミーティングでは下記のテーマついてグループごとに

of product is the quality that matches the

done about this issue of lost employment,

technologies can take root and preserve

ディスカッションを行った。

special characteristics of a community. For

but at the same time improves agricultural

the region for the future. Even in Japanese

example, Indonesian farmers are using hand

performance? There are various ways of doing

communities of the old days, there was a

tools in agriculture like hand ploughs and

this. It is one way to introduce taraditional

culture of "gathering to help, doing what

hoes. What happens there if state-of-the-art

tools such as Japanese people use them

you can, and making what you can". At this

machine that one parson can easily harvesting

during the 1950s and 60s which take human

time when Asia is undergoing rapid change,

and planting is introduced suddenly.

effort when using it. In this way, they'll be

it is necessary for us to think about sharing-

It would raise the production efficiency and

able to lighten the burden of farm work,

based lifestyles. Finally, with more inclusive

Discussions were held in group meetings according to the
following topics.

現代に必要なものづくり

Current Needs in Manufacturing

reduce the toil of farmers, wouldn't it.

while maintaining employment.

technologies taking hold in our communities,

and sharing knowledge" can be

But on the other hand, this would take

In other words, the main goal is not always to

our regions, it is important to draw up a

learned again.

away employment and cause the collapse

make things more convenient, but by taking

vision of the changes we would like to see.
文：矢萩 栞、柳井 映美二／北九州市立大学
Text：Shiori Yahagi, Eimi Yanai / The University of Kitakyushu
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循環といっても天然資源のみを取り扱うので
はなく、地域や国で異なる人的資源（能力）
、
文化的要素の循環状態までを考慮し、その
分科会

共通認識を持つことでアジアにおける「循環

Sectional Meeting

型社会の在り方」を議論し、シェアします。

循環│ Circulation

Circulation society is not to say merely the handling
of natural resources, but also regional and national

コーディネーター│ Coordinator

differences such as human capacity need to be

松波 勲／北九州市立大学院国際環境工学部准教授。

taken into consideration. Keeping that common

Isamu Matsunami / Associate Professor of

awareness in mind, we aim to discuss and share

International Environmental Engineering at Kitakyushu University

ideas on the path to realizing a recycling-oriented

「自然に学ぶ社会のデザイン」
"Designing Society from Nature"
赤池 学／株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 所長

Ricardo A. Diaz / Researcher for the Kitakyushu University International
Environmental Department

Manabu Akaike / the director of Universal Design Intelligence Inc.

今後の社会のデザインを考

Thinking about our current social

発展途上国の廃棄物減量化に

Investigating the waste volume

える上では、すでに自然に

design, it is important to be inspired

おけるコストの調査を、根本

reduc tion cos t s in developing

あるものから発想すること

b y t h i n g s fo u n d i n n a t u r e o f

的な廃棄物原料化をはかるだ

countries by not only conducting

が大事です。たとえば農業

existing. "Sextiary Sector"can be

けでなく、ゴミ回収車両の効

a basic survey of raw materials,

をベースに製造業とサービ

enumerated as an example, focusing

率的な回収ルートやそれにか

but also plotting the most efficient

ス業を組み合わせた 6 次産

on distinctive high value-added

かるコストをマネジメントの

collection routes for waste collection

業を例に挙げることができ

agricultural, forestry, and fishery

側面から研究している。

trucks in terms of cost effectiveness.

ます。また自然に学ぶモノ

products. Furthermore, "Biomimetic

づくりとしては、
「バイオミ

chemistry"can be mentioned as an

メティクス」を挙げること

example of design by learning from

ができます。

nature.

西原 靖博／株式会社西原商事専務

Yasuhiro Nishihara / Nishihara Corporation

において各家庭や事業所よ

household and business rubbish

りです廃棄物を分別し、リ

reduction through waste separation,

サイクルや肥料化をする事

re c ycling, and comp o s ting. T he

でゴミを 減らす 事 業 を 紹

im p o r t a n ce of b us in e s s m o d e ls

介。現地で雇用を作ると同

that create on - site employ ment

時にコミュニティやコミュ

opportunities, as well as the importance

ニケーションの重要性につ

and difficulty of communication among

いてもお話いただいた。

communities was conveyed.

「循環」の考え方のギャップから未来を見つめる
Finding the gap between present and
future possibility when thinking
about circulation
私達の分科会では 3 つのグループにわかれディスカッションを行いました。グループ 1 では、
循環型社会の課題として「資源の有効利用」
「汚染問題」が挙がりました。こうした問題をシェ
アという視点から考えた時、本来喜びや楽しみを含むシェアという意識を人々が自然に持ちそ
れを環境改善につなげるためには子供の頃からの教育が重要です。しかし例えば、
「ウェイスト
ピッカー」が職業として存在する途上国の状況を変えるには長い時間が必要です。そのため、
すぐに見返りを求めるのではなく根気良く援助を行う「give give give & take」の精神を持つこ
とが重要だという意見が出ました。グループ 2 は、国際的なギャップについて考えました。ギャッ
プの否定的側面だけではなく、経済発展や人との交流につながる前向きな面もあることが指摘
され、まずギャップを知り、認めることが大切だという考え方が出されました。北九州と中国
の生ゴミ分別の違い、その課題と解決策について技術・制度・意識・現地化の 4 つの視点に分
け議論し、ひとつの方法を押し付けるのではなく、その国に合わせた技術やノウハウを提供し、
現地化を図っていくことが重要であるという結論に達しました。グループ 3 は「食」をテーマに
検討しました。交通機関や技術の発達により生産と消費を結ぶ期間や距離が増加し、消費者に
は生産、加工、流通の流れが見えにくくなっており、無駄な生産、大量廃棄、食に対する意識
の低下等様々な問題が出ています。よって身近なところから生産や消費までの流れを理解する
ことが循環型社会に繋がるのではないかという意見が出されました。

循環というと廃棄物やリサイクル等を想像しがちだが、
生物や食等多様な見方がある。また、意見を交換す
る中で住む地域によって考え方のギャップがある事が
わかり、多様性を学ぶ事ができた。
When we hear the word "circulation," we usually
think of waste or recycling. However, there are
many different types of organic and food wastes.
Also, by exchanging opinions which are different
depending on one s place of origin, we can learn
diverse ways of thinking about this gap.

In group 1, the issue of effective use of resources

opportunities the gap can provide. It has been

group concluded that localization is important.

and pollution problem was brought up as

pointed out in the meeting that it is not only the

Group 3 focused on the theme of Food.As
development of transportation facilities and

part of the issue of recycling-oriented society.

negative aspects of the gap, however there is

When thinking about these problems from

positive side leading to interaction with human

technologies to production and consumption

the perspective of "share", education from

and economic development. The idea came out

is tied to ever-increasing range, consumers do

childhood is important for having a natural sense

in this meeting that it is important to understand

not always see the production, manufacture,

of "Share"including fun and joy, and connecting

the gap, then to acknowledge each situation

circulation of products. There is a high level

グループミーティングのテーマ│ Group Meeting Themes

it to the environmental improvement. However,

from this understanding.We can use the

of unnecessary production, a high volume

グループミーティングでは下記のテーマついてグループごとにディスカッションを行った。

it will take a long time to change the situation of

example of the difference between Kitakyushu's

of waste, and a decreasing awareness of this

developing countries where "waste picker"exists

and China's rubbish separation. Regarding

problem to be faced. Therefore, understanding

as a profession. Therefore, the opinion that

strategies for this issue, the four points of

about consumption and production must flow

"give give give & take"is important to provide

technology, institutions, awareness, and

from a familiar place. The group arrived at the

localization were discussed. The solution is not

consensus that a better understanding of the

The group discussed the following topics.

26

カンファレンス Ⅱ Conference Ⅱ

分科会まとめ発表│ Presentation from Sectional Meeting

リカルド・ディアス／北九州市立大学国際環境学部研究員

A n i nt r o d u c t i o n to m e t h o d s of

安藤 圭吾、金子 愛里、奥美 由紀、大森 貫二、山崎 晃生、堤 亜希奈、藤江 香代（順不同、敬称略）
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「発展途上国の廃棄物減量化」
"Waste Volume Reduction in Developing
Countries"

インドネシアのスラバヤ市

佐藤 明史、満永 修邦、上地 沙霧、松岡 佑輔、小泉 翔、松本 樹里、冨永 聖哉、佐伯 凌汰、栫井 綾乃、中村 僚兵、鹿
島 圭生、毛屋 伸康、下村 奈央、カ・シンヨウ、佐々木 恵理子、實井 勇太、久保山 静香、藤澤 有香、鈴木 美絵、本橋 史子、

society.

分科会スピーチ│ Sectional Meeting Speeches

「インドネシア共和国スラバヤ市における
リサイクル型廃棄物中間処理施設パイロット事業」
"Indonesia Surabaya,
Recycle Business Proposals"

参加者
高野 早紀、クリスティーン・マイスター、河添 靖宏、飯塚 誠、松波 勲、中村 雅弘、黄 堅、Yu shuk Pui、赤池 学、西原 靖博、
Richao Cong、Rendy Perdana Khidmat、Ricardo Diaz、オウヨウ・ケン、村上 正馬、松本 諒介、本橋 ふみこ、吉田 真梨子、

グループ 1

シェアとは何か │ What is "Share"?

グループ 2

日本とアジアのギャップとは何か、またその対策 │ Closing the gap between Japan and Asia

assistance with patience instead of expecting

グループ 3

循環型社会がこれから 10 年間の私達の自然の生活スタイルに基づいていること │

immediate returns arose. Group 2 considered

just to force one particular method, but rather

flow of ordinarily materials from the production

the international gap.We examined the gap not

to find the best technologies and knowledge

to consumption stages could lead to a recycling-

Circulation Society as a part of our lifestyles, 10 years from now

only from usual side, but also in terms of the

transfer to fit the country concerned. The

based society.
文：堤 亜希奈、藤江 香代／北九州市立大学
Text：Akina Tsutsumi, Kayo Fujie / The University of Kitakyushu
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トラベリングワークショップ 報告
Traveling Workshop Report

5月2〜3日

5月3〜5日

山口県楠クリーン村│ Kusunoki Clean Village, Yamaguchi Prefecture

岡山県新庄村│ Shinjo Village, Okayama Prefecture

眞鍋圭次郎／株式会社オープンハウス スタッフ

津田 和俊

Keijirou Manabe /A Staff of openhouse inc.

Kazutoshi Tsuda / Assistant professor

大阪大学工学研究科助教

at School/Graduate School of Engineering, Osaka University

1

2

4

3

5

楠クリーン村 Kusunoki Clean Village
http://www.kousakutai.net/kusunokiclean.html

真鍋 圭次郎

Keijirou Manabe

2013 年、東京造形大学映画専攻領域卒業。楠クリー
ン村にて、インターンを経 験した後、株 式会社オー
プンハウス、スタッフ。
H e G r a d u a t e d f r o m To k y o Z o ke i U n i v e r s i t y,
Film Major, Department of design In 2013. He
experienced the intern in the Kusunoki clean village.
After that, He has worked as a staff of Openhouse
inc . www.openhouse.co.jp
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2013 年 5 月 2 〜 3 日に山口県宇部市の楠

I'd like to talk to you today about the touring

食料・エネルギーの安全保障、生産と消費

Re -valuing the village communit y is a

クリーン村で行われたトラベリング・ワーク

workshop in Kusunoki clean village of Ube

の規模適正化、自然災害等へのレジリエンス

key to regional sustainability, from the

ショップの報告をさせて頂きます。

City, Yamaguchi Prefecture on May 2013.

（復元力）の確保、社会福祉の充実等の様々

viewpoint of food and energy security, well-

楠クリーン村では若者達が 20ha の豊かな

The young people are working in the rich

な観点から、地域においてサステイナビリティ

being, resilience and so on., as a travelling

自然の中でエネルギーから食料、住居に至る

nature of 20ha. We carry out an experimental

を高めることが重要であり、村落共同体等の

workshop of this conference, one month

までを自給し、自立を目指した実験的活動を

activity for the purpose of self-support and

地域コミュニティを改めて再評価することが

ago, we visited Shinjo village, one of the

行っています。ここは後継者不足により放棄

self-reliance. We provide food, house and

求められている。その足懸かりを得るために

most beautiful villages in Japan. Population

された耕作地、2007 年から、今の村長であ

energy for ourselves. Originally this place

も、私達は本会議のおよそ一か月前、トラベ

is about 1,000. It is the same as that of

る三田村諭さんを中心に再建に着手していま

was a cultivation abandonment ground.

リング・ワークショップとして、
「日本で最も

Higashida area. 20 people participated in
the workshop. Among them, 8 people are

した。2011 年の東日本大震災をきっかけに

We started a rebuilding of the village led by

美しい村」連合にも加盟している新庄村を訪

食料、エネルギー、環境等の社会を取り巻く

Satoshi Mitamura of the present village leader

れた。新庄村は岡山県の北西部に位置し、そ

also participating in this conference.

問題や、暮らし、仕事、価値観といった自分

in 2007. And The Great East Japan Earthquake

の約九割を森林に囲まれている小さな山村

Shinjo village is located in the northwestern

自身の生き方について本気で考え実践しよう

in 2011 was a big turning point for us. Youths

である。村内には旭川源流域もあり、谷 間

part of Okayama prefecture, Japan. About

とする若者が全国から集い、本格的な取り組

gathered from all over the country to think

の集落に点在して約千人が定住し、長期的な

50 0 kilometer to the eas t from here.

みがスタートしました。

deeply about environment and a way of life. A

視野を持って森林や自然環境を保全しながら

T he area covered by fores tr y account

full-scale action just began.

暮らしを営んできた。今回のワークショップ

for about 90 %. The village people have

での発電で賄われています。晴れの日にはの

Electricity in the village is generated by

では、村長はじめ、林 業家、酪農家、村 役

managed to conser ve their forests and

発電が出来、生活していく上で最低限の電力

solar panels. This can generate electricity of

場の職員、環境保全の研究者といった村内外

natural environment based on long-term

は十分にカバーされています。また、村で生

8k watts in a sunny day that is a sufficient

のキーパーソンの方達からお話を伺った。豊

perspective. The source of river, where river

産しているお茶（図 1）の加工や、米の脱穀

amount required for living in the village.

かな自然環境に囲まれながらも、過疎化や

actually begins, is located within village.
The river flows along with the valleys. And,

村で使われる電気は、全てソーラーパネル

のための機械に使用する電気も、この自家発

Electricity for farming machines also be

少子高齢化等の課題を抱える中、これからど

電で賄われています。台所（図 2）や五右衛

covered. Kitchen and bath is also a handmade.

のように暮らしていくべきか、それぞれの考

human settlements and paddy fields are

門風呂（図 3）も一から手づくりで、廃材を

Raise the fire by using the waste material.

え方や方法で実践されている姿が深く印象に

located along the rivers.

利用し火をおこしています。トイレは高床式

Composting toilets booth is built in raised-

残る。また、ワークショップ中には、村では

In this workshop, the participants lined

のコンポストトイレです。また、現在、21 頭

floor-style. We are breeding 21 Japanese Black

唯一、冬水田んぼ（冬期に水を張る農法）※や

up next to each other and planted rice by

の黒毛和牛を飼育しています（図 4）。運動さ

Hair Beef Cattles in the village now. Not like

不耕起栽培（農地を耕さず栽培する農法）を

hand in paddy field with winter flooding

せずに太らせて多くの肉を作る一般的な方法

general method of making it grow fat to make

実践している田んぼで、参加者皆で一列に並

and no -till farming, without chemical

ではなく、自然の中で健康的にのびのびと成

much meat without exercise, but grown freely

んで手植えによる田植えを行なった。農薬も

fertilizer and pesticide. The field have rich

長させる放牧を行っています。単なる肉牛の

in the nature.

化学肥料も、さらには堆肥も入れない田は生

ecosystem and serve as biotope. And then,

飼育ではなく、牛本来の健康と耕作放棄地

In the tea garden, they experienced trimming

態系が豊かで、ビオトープ（生物の生息環境）

we talked with some key person in this

の利用を考た上で六次産業化を目指していま

tea leaf and pulling weeds. And they held a

として機能していることを体で感じることが

village including forester, farmer, researcher,

す。ワークショップでは、村の見学の他、牛

meditation workshop in early morning at the

できた。新庄村では、何百年もの間、人々は

local government worker, and village mayor.

の世話や茶畑の手入れ等の体験もし、また、

meditation temple. This house in a bamboo

互いに助け合い、山や森林や田畑を大切に

In Shinjo village, people have lived for

竹林の中にある瞑想ハウス（図 5）で瞑想体

grove has a very visionary atmosphere and

暮らしてきた。加えて近年では、国内の他の

hundreds of years by helping each other and

験もしました。

makes our heart relax.

地域や海外とも積極的に連携しながら、これ

taking great care of their mountain, forests

The activities of not depending on

からの暮らしを模索している。今回のワーク

and paddy field.

度に頼らず、自立して生きていくための実験

unsustainable infrastructure or social system

ショップでは、特に食・エネルギー、地域間

We had a chance to think our future from the

活動の一端に触れることが出来る貴重な時間

and getting independent, was a unique

交流といった観点から将来の暮らしを考える

aspects of food and energy, and relationships

となりました。

experience.

上で、非常に有益な示唆を得ることができた。

between regions.

アンサステナブルな社会インフラや社会制

文：眞鍋 圭次郎／株式会社オープンハウス スタッフ
text : Keijirou Manabe /A Staff of openhouse inc.

※ 水中微生物の増加による肥料効果が得られる等、多くの効果が期待出来る。

* Fertilizer results depending on the increase of aquatic organisms. We can hope for many results.

新庄村 Shinjo-Village
www.vill.shinjo.okayama.jp

津田 和俊

Kazutoshi Tsuda

1981 年、岡山県新庄村生まれ。 博士（工学）。 モノ
の流れや循環に着目しながら、自然環境と人の関係性
について考察している。 2011 年から大阪大学工学研
究科助教。 2013 年、ファブラボ北加賀屋を共同開設。
Born in Shinjo village, Okayama, Japan in 1981.
Assistant professor at School/Graduate School of
Engineering, Osaka University since April, 2011.
Co-director at FabLab Kitakagaya since 2013.
文：津田 和俊／大阪大学工学研究科助教
text : Kazutoshi Tsuda / Assistant professor
at School/Graduate School of Engineering, Osaka University
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エクスカーション報告
Excursion Report

2

6月5日

北九州市八幡地区│ Yahata Are of Kitakyushu City
ユ・シュク・プイ、レオン・ユイ・ワ／香港デザインインスティチュート（香港）

Yu Shuk Pui, Leung Yiu Wa / Hong Kong Design Institute (HongKong)

環境の歴史が鮮明に学べる
環境ミュージアム

皿倉山から眺める景色
皿倉山は北九州を代表する山です。ケーブ

まず、北九州環境ミュージアムを訪れまし
た。ここは世界の環境首都を目指す北九州

ルカーに乗って外を眺めながら山頂へと登
り、そこから見た壮大な景色に感動しました。

市が整備する「市民のための環境学習施設」 「香港では高い建物がたくさんあり、建物か

As we ascended the mountain in a cable car

Museum. Here, the World Environmental

and gazed out at the surroundings, I was

ら街を眺めることが多いのですが、それとは

Capital City of Kitakyushu maintains a

moved by the magnificent view. I thought to

違って自然に囲まれながら空、丘、海、街を

myself, "There are plenty of tall buildings in

用する等建物自体が環境に配慮したつくりと

見ることができるので素敵です」という感想

"citizens' environmental learning facility"
2
for the sound use of natural resources and

Hong Kong overlooking the city, but being

なっています。6 つのゾーンで構成された展

を持ちました。

総合的に学ぶことができ、北九州のネガティ

川の観察を通じて
自然との共存を学ぶ

ブな過去から先進的な環境の取り組みが行
われている現在に至るまでの歴史を学びま

utilization of recycling, as well as using energy

able to look out over such natural features as

sources such as solar power and original

the sky, hills, and sea surrounding the town is

buildings that take the environment into

really amazing".

consideration.
Organized into 6 exhibition zones, beginning

Studying
the coexistence of the river

水環境館は北九州を流れる紫川に隣接す

with the history of Kitakyushu's troubles

した。リサイクルゾーンでは、身近なリサイ

る水族館です。かつて生活排水や工業 廃 水

with severe pollution and the comprehensive

クル商品やエコ素材を見て、日本のリサイク

等でひどく汚れていた紫川が、現在のような

examination of its local environmental issues,

The Water Environment Museum is an

ルに対する意識の高さに驚きました。

きれいな姿を取り戻すに到った取り組みや歴

to Kitakyushu's transition from its troubled

aquarium alongside the Murasaki River that

ミュージアムに隣接する「地球の道 」は、

4

5

Sarakura Mountain is a Kitakyushu landmark.
First, we visited the Kitakyushu Environment

であり、自然素材やリサイクル素材を積極的

や、身近な環境問題から地球環境問題まで

+

Gazing at the view
from Sakakura Mountain

に使用したり、太陽光をエネルギーとして利

示スペースでは、北九州の 公害克服の歴史

30

The history of
the environment comes alive
at the Environment Museum

1

史を見ることができます。また紫川の水質や

past to the advanced efforts of the present

flows through Kitakyushu. Although the

地球誕生から現代までの 46 億年に渡る壮大

雨量、流量等の情報をリアルタイム見ること

day. At the recycle zone, I was impressed by

Murasaki was polluted with municipal and

なドラマを自分の足で歩いて体験する体験型

ができ、自分たちで水質検査をすることもで

the high-level environmental consciousness

industrial sewage in former times, today we

の環境学習プログラムです。歩き、体験する

きます。紫川に住む水生動物の展示もあり、

of currently recycled commodity goods and

can see the efforts that have been made

ことによって、歴史や環境の変化を実感でき

自然と人間が共存する環境を体感すること

ecologically-sourced materials.

to restore it to its clean, natural state. We

ました。

ができました。

Adjacent to the Museum is the "Path of the

can also see for ourselves the conditions of

Earth", which tells the dramatic 4.6 billion year

the Murasaki such as water quality, rainfall

history of the Earth, from its beginnings to the

amount, and flow rate in real time. We can

present day. By walking the path, you feel that

also experience firsthand the aquatic animals

you can actually experience changes to the

that live in the river, as well as the coexistence

environment through history.

between humans and nature.

1 地球が誕生してから 46 億年の歴史を 460m で再現し、
その道を歩きながら現在の環境問題を学ぶ「 46 億年地
球の道」を体験。 2 環境ミュージアムで北九州市の公
害の歴史を学ぶ。 3 水環境館で北九州市が取り組む河
川の取り組みを学ぶ。 4 北九州を一望できる皿倉山を
登るスロープカー。 5 TOTO 歴史資料館で日本の衛生
技術や歴史を見学。 6 Share 東田まつりの前夜祭に合流
して、東田に関わる人と交流
1 The 4.6 billion year history of the Earth from the
time of its birth to the modern day, relived by walking
a 460 metre path. When you walk this path, you can
learn about environmental problems. 2 Learning about
the fight with pollution in Kitakyushu's history at the
Environment Museum. 3 The Kitakyushu Museum of
6
the Water Environment : learn about efforts in in the
Murasaki River. 4 A sweeping view of Kitakyushu by
文：伊原 靖二、古村 友美／北九州市立大学 taking the ropeway up Mt. Sarakura. 5 Learning about
Text：Seiji Ihara, Tomomi Furukawa / The University of Kitakyushu the history of Japanese sanitation technology at the
TOTO showroom. 6 Exchange with local people of
Higashida on the eve of the Share! Higashida Festival.
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参加者からの感想
Impression report from participants

次回、第9回サステナブルデザイン国際会議について
About Next, The 9 International Conference of Design for Sustainability

3 日間を振り返って

海外の学生と交流して学んだこと

Looking back on the past three days

Having learned from overseas students

杉本 秀樹（北九州市立大学）
Hideki Sugimoto (The University of Kitakyushu)

川端 徳将
Masanori Kawabata

ウェニン・ラスティ／カク・セト・サマラン・ホームスクーリング（インドネシア）

Wening Lastri / Student of Homeschooling Kak Seto Semarang, social program (Indonesia)

日本 の 学 生とアジ アの 学生

I felt having a place where

とが 交 流 する場はすごく刺 激

国際会議のカメラアシスタン

I served as the International

Japanese students can

の あ る も の だ と 感 じ ました。

トを 務 めました。今 回 の 会 議

Conference as a c am era

communicate with A sian

海外の学生の英語力や情熱と

でアジアでの 様々な持 続 可能

assistant. At this conference, I

students is ver y impor tant.

いうも の は、 私 にとって も 他

な 取り組みに対 する努力を目

was able to get a sense of the

Japanese students like myself

の日本 の 学 生にとっても見習

の当たりにしました。このよう

great efforts under way with

must study what Asians

うべき点だったと思います。グ

に互いがアイデアを出し合い、

regard to various sustainability

students have ability to speak

ループワークにおいて、アジア

シェア することは、 今 後 アジ

initiatives in Asia. I felt that the

English with passion. I felt that

の 学生と日本 の 学生同士が一

アが目指 すべきサステ ナブル

mutual exchange of ideas and

Japanese students and Asian

緒に 取り組 んで いた様 子はと

な 未 来 にとって 重 要なことだ

sharing in this way is important

students working together was

ても 新 鮮 で あり、 今 後 もこう

と感じました。

for Asia's sustainable future.

fresh and exciting. I thought

いった場が日本 の 未 来には 必

this place is required for the

要 だと 感じました。 私自身 も

future of Japan!! I want to

今 後、世界 中 の方々の 想い を

understand the overseas

もっと知 るためにも、 海 外 の

s tudent's feeling, so I will

人と話す場に飛び 込 み、英 語

go to the place where I can

を学んでいこうと思いました。

communicate with foreigners,

カンファレンス Ⅱ Conference Ⅱ

次回、インドネシアで開催されるサステナブルデザイン国際会

Information on the next Conference: Looking forward to Indonesia

議のテーマは、
「 It's time back to village（さあ、村に帰ろう）」で

The theme of next year's International Conference of Design

す。そこで、現在インドネシアの村々で行っている活動や、次回の

for Sustainability will be held in Indonesia, under the theme of

会議に向けての取り組みを紹介していきたいと思います。

"It's time back to the village". So, current actions going on in

インドネシアの暮らしに触れて

and study English!!

次回のサステナブルデザイン国際会議は、インドネシアのジャ
ワ島中部南岸にあるジョグジャカルタ市から車で数時間離れたと

Touching Indonesian Livelihoods
At the next Conference, we plan to go to the heart of a village

ころにある、カンダンガンという村を中心に、周辺の村をまわり

called Kandangan. In this village of Kandangan, trees that

ながら行われる予定です。カンダンガン村では、村で育てた木を

had been raised for lumber are used for the manufacturing

材料に、手作りの工芸品を作ったり、有機で農作物を育てたりと

of handicrafts, and organic gardens are raised in a way that

自然にも人間にも優しい暮らしをしています。次回の 会議では、

people can obtain their provisions in a way that is gentle to the

このような村々を巡り、現地のサステナブルな生活に触れてもら

environment and to themselves. By visiting these types of villages,

いながら会議を行っていこうと思っています。

竹の自転車で村々を巡る「スペタギ」
私達は、このような村での暮らしを外部の方々に知ってもらお
2

Indonesian villages will be introduced.

うという取り組みとして、自転車絵村を巡る、スペタギ（Spedagi）

we intend to observe current actions for sustainability and meet
for discussions at the same time.

The Spetagi
- go around the villages on bamboo bicycles

という活動を行っています。この、スペタギという活動の目的は、

To see efforts for village livelihoods from the outside, we will

外から来た人に、インドネシアの村のエコな社会文化を体感して

observe "Spetagi". The purpose of this "spetagi" action is for

もらい、互いに外の文化から刺激を受けることで、お互いのコミュ

people coming from the outside to see ecologically sound societies

ニティをサステナブルな形へと発展させていけるようにするという

of Indonesian villages, and through this mutual exchange of

ものです。具体的には、私達が作った竹製の自転車で村々を巡り、

cultures is a way for communities to further develop. Basically, we

ホームステイするという企画で、そこで、現地の実際の暮らしを

go around the villages on bamboo bicycles of our own making,

体験してもらっています。

plan homestays, and in that way experience current practical
lifestyles.

その他にも、外部から人を呼んで、良い村づくりや村をより良く
するためにはどうすればいいのか議論をしたり、村の若者たちを

In addition, we invite people from the outside for discussions on

中心に、日曜日の朝にバザーを行ったり、と村の活性化に力をい

good village-building, so that by Monday morning young people

れています。

go forward to change their own villages for the better.

インドネシアでお会いしましょう

See you in Indonesia.

まだ、発展段階にある私達の活動ですが、次回のサステナブル

32

A s we look for ward to the nex t Design for Sustainabilit y

デザイン国際会議に向けて、また、未来のより良いコミュニティ

Conference, we look also to the future of community building.

づくりに向けて、一生懸命に活動を行っています。では、次回イ

We will do our very best in our actions in the upward path to

ンドネシアでお会いしましょう。

development. With that, we'll see you in Indonesia.
文：武政 花佳／北九州市立大学
Text ：Haruka Takemasa / The University of Kitakyushu
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Share! 東田まつり 2013
Share! Higashida Festival 2013

今回の国際会議の会場となった北九州市
八幡東区東田は、まちの中で使われている

場所や屋台を設計するためのアイディア、設

the community is participating in an energy

営等の労力、お金、広報、告知等様々です。

"Share" system. In Higashida, a sharing

電気が隣接する製鐵所内にある
「東田コジェ

おもちよりいただいたモノやコトをわかちあ

relationship with the steel plant is the reason

ネ」という発電 所で作られています。東田

い、おすそわけします。住民をはじめ、企業、

we have this special energy source and,

コジェネは、製 鐵 所で使われる熱をつくこ

大学、学生、そして地 域のサークルの 皆さ

using this concept of sharing, we are able

とが本来の目的です。このプラントをコジェ

んが描かれた様々なおもちよりの思いがそ

to build a connected, vibrant community.

のまま「Share! 東田まつり」という形で実現

Many ideas for the concept of Share! were

ネレーションにして、まちにエネル ギ ーを
〝 Share〟しています。東田には、製鐵所があっ
たからエネルギーの整備ができ、エネルギー

しました。

Share ！東田まつり 2013 に集まってきた

2

が あったからこそ住み良いまちづくりが で

おもちよりの数は 132。来場者は 14,897 人

represent itself as an "ecological town"

in the share map. Therefore, this festival is

きています。

でした。第二回目となるこのお祭りは、一

that gathers attention from other parts

much more than just a group of food stalls
and events.

この 特 徴より東田のまちづくりのコンセ

回目よりもつながりが広がりました。これま

of Japan, and the world as well. Whether

プトを〝 Share 〟にしようという思いがたく

で東田にどんな人が住んでいるか、どんな

for living, working, studying, or playing,

The event preparations such as designing

さんありました。その思いが形になったの

人が働いているか、顔がわからない関係が

we are making an effort to create a whole

the venue, booth design plans, construction

が、Share ！東田まつりです。

少しずつほどけていき、つながりがあるコ

new community out of the town. Creating

labor, funding, advertising, and notices

ミュニティが形成されつつあります。

a feeling of connectedness is the purpose

were contributed by community members. If

behind the Share! Higashida Festival.

someone has something to give, we will find

このまちは、いまもっとも「エコロジーな

「Share! 東田まつり」のきっかけはこの Share マップ。みんなの想いが詰まったマップです。
The Share Map, which was the starting point for the Share! Higashida Festival.
Everyone's thoughts are on this map.

まち」として、日本はもちろん、世界から注

Share ！東田まつり 2013 は今回のサステ

The culture of this festival is gathering

a way to use it. The number of contributions

目を集める「スマートコミュニティ」を表現す

ナブルデザイン国際会議と併催で行いまし

those who live, work, and visit here in the

(food, service, etc.) gathered by the 2013

る地域です。暮らしの場も、働く場も、学び

た。持続可能なまちづくりを行うためにサ

same place so everyone can see each other

Share! Higashida Festival was 132.

の場も、遊びの場も、まち全体で新たなコ

ステナブルデ ザイン国 際 会 議 を Share ！東

in person. The theme of this festival is

Starting with citizens, planners, universities,

ミュニティ作りに取り組んでいます。Share ！

田まつりにおもちよりをしました。東 南ア

"omochiyori, wakachiai, osusowake". These

students, and finally a whole circle of

東田まつりはこのつながりを広げていくため

ジアを中心に海外より学生を招へいし、日

are concepts used by Japanese in the old

ever yone in the area described various

のお祭りです。

本の学生とディスカッションする事でサステ

days that mean "sharing", but the words

thoughts about how the Share! Festival

ナビリティの多様性を学ぶ事ができました。

evoke much more than that in Japanese. We

could be implemented.

働いている人、訪れる人の顔が見えるコミュ

地域の課題やサステナブルな社会を目指す

might express this in English as "everyone

Almost 15,000 people came to this year's

ニティを作っていきたいと考えています。

ためには、コミュニティの力が重要だという

has something to bring to the table", and

festival in all. This is the second time this

ことも再確認ができました。

it is just a matter of figuring out how to

festival was hosted, and it was bigger than

students from Southeast Asia were

use it for the common good. In this way,

the first. Until the first festival, in Higashida

invited to discuss diverse areas

it was not well-known what kind of people

of sustainabilit y with Japanese

この祭りを東田の文化にし、住んでいる人、

「Share! 東田まつり」は、
〝おもちより わ

東田では Share ！東田まつりでつながり、

かちあい おすそわけ〟をメインテーマに、

国際会議でサステナビリティを考え続けて

the Share! Higashida Festival is an original

参加する人々が地域のためにできることを持

いき、持続可能なまちを目指します。

festival where participants are gathered

live here, what kind of people work here,

students. The power of community

together for an exchange of ideas.

but the first festival gave us a better idea of

was reaffirmed as a very important

ち寄ってつくりあげる、東田オリジナルのお

34

inspired by the features of Higashida.

More and more, this area is coming to

祭りです。このお祭りは、一枚のボード〝 Share

The Higashida area of Yahata in Kitakyushu

This festival began with a "Share" board.

what and who makes up this community.

par t of making a sustainable

ボード〟から始まります。自分達ができるこ

City, the venue for a recent international

P a r t i c i p a n t s w e r e a s ke d t o t h i n k o f

The Share! festival was run concurrently

society in a region. By linking the

とを考え、このお祭りにおもちよりしてくれ

conference, was able to take advantage

something that they could contribute, and

with the International Conference of Design

Share! Higashida Festival with

るものを書き込みます。次々に立ち寄ってい

of an electricity generation system called

write it on the board. They bounced ideas

for Sustainability; sharing of the festival

t h e I n t e r n a t i o n a l Co n f e r e n c e

ただいた方々が連鎖反応のように書き込み

"Higashida Cogen", using heat sourced

off one another in a chain reaction that

venu e and tim e w it h t he Conference

of Design for Sustainability, we

をひろげてくれたのです。それは、屋台やイ

from the neighboring steel works. Through

grew and grew as people figured out what

contributed fur ther to sustainable

can successfully create a more

ベントだけではありません。開催するための

this cogeneration plant, we can say that

they can contribute to the needs mentioned

community-building. At the conference,

sustainable community.

「Share! 東田まつり」に参加していただいた際にコミュニティラ
ジオに出演していただいた。
O n t h e o cc a s i o n of t h e F e s t i va l, w e re ce i ve d a s t a g e
performance on the community radio.
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海外招聘学生レポート「本会議を通して考えるアジアの未来」
Report from Invited Students "What is Asian Future?"
「私達の文化、私達の未来」
"Our Culture, Our Future"

「伝統と新しい取組み」
"Old traditions-New directions"

レオン・ユイ・ワ／香港デザインインスティチュート（香港）

スリラム・シャーシャンク／インド国立デザイン研究所 (NID) プロダクトデザイン専攻（アフマダーバード、インド）

Leung Yiu Wa / Hong Kong Design Institute (HongKong)

Sriram Shashank / Post Graduate Diploma In Product Design, National Institute Of Design(NID) (Paldi Ahmedbad, India)

「アジアの未来」とは何か ? この会議に参加する以前は、私は「アジアの
未来」は、技術と経済を意味すると思っていました。中国の技術と経済は強
力です。異なる地域でも様々な業績があります。しかしお金では、私達の文
化までもを買うことはできません。もし、私達の暮らす町が文化を持ってい
なければ、機械と同じです。人々は働き、毎日同じ事を繰り返す。文化は、
私達と社会を繋いでくれます。私達にとって文化的コミュニティは財産であり、
これからもそれを守っていくでしょう。しかし、過去に留まることはできず、
昔の生活を送る事もできません。
この会議の中で、私達は北九州を訪れ、その地を知りました。北九州は
香港のように最先端なまちです。しかし、香港との違いは、環境と歴史を大
切にしているところだと感じました。北九州は工業都市で繁栄した傍ら、公
害を経験し、多くの方がこの東田というまちを改善していこうと取り組んだ
歴史がまちを作っています。ウェルカムパーティに参加した際に聞いたまち
づくりのスローガンからも分かるように、東田に関わる人が、高炉のモニュ
メントや博物館等全てが東田の文化として、誇りに思っているのが証拠です。
私達はこの会議で、
「アジアの未来」の方向性について話し合いました。そ
の中で、参加者同士の対話を通して未来についての考え方を学びました。ま
た、日本の歴史にふれることで、日本の文化と志を学びました。彼らの考え
方はとても刺激的でした。
最後に、今回の国際会議に参加したことは、とても思い出深いものとなり
ました。私達は異なる国の人々と沢山出会うことができました。私は、今後
も日本の臭いや空気を忘れないでしょう。日本は新しい発想が生まれる素晴
らしい場所です。この国際会議が終わりではなく、これからが行動を起こす
スタート地点だと思っています。より良い未来を創っていきましょう！

What is Asian Future? Before this conference, I think Asian Future
is technology and economy. In China, the economy, technology is
strong. We have many achievements in different aspect. However,
money is nothing when you forgot your own culture. If our society
without culture, it would be like a machine. People are working
and repeat the daily life every day. Culture connects people and
the society. We will protect our community because we treasure it.
But we cannot standstill the past and have an old life.
In this conference, we know Kitakyushu. It is a high-technology
city same with Hong Kong. But the difference is Kitakyushu keep
their environment and history so well. Kitakyushu is an industrial
city. It is the history of Kitakyushu, this is the reason why there
have many people keep improve this city. The slogan in the
welcome party we hear, the factory ruin and the museum. All the
things are evidence of respect the culture.
We have a discussion in Asian Future and have a direction of the
future. In this time, we know how to think about future with the
communication. Also, we learn the Japanese culture and the attitude
when they facing their history. The thinking mode is instructive.
Finally, this is a memorable trip. We meet many people from
different country. I never forget the air, the smell in Japan. Japan
is a good place to keep thinking idea. But just like the end of the
conference, it is time starting to take action. Let make the future
possible!

「北九州市は、アジアの未来の始まりだった」
"Kitakyushu City was the beginning of the Asian Future"
ニコラス・ヒルミダ・アディヌラ／スジジャプラナタカトリック大学建築専攻（インドネシア）

Nicolas Hilmydya Adinugraha / Soegijapranata Chatolic University, Architect department (Indonesia)
第 8 回サステナブルデザイン国際会議が 2013 年 6 月 7 〜 9 日に北九州
市で開催され、私にとってたくさんの思い出と勉強になりました。私は、北
九州市民が彼らのライフスタイルを環境配慮型へと変化させ、環境をより良
く改善した功績を学びました。1960 年、公害により海に魚は生きていけま
せんでした。工場からの煙により空は汚れ、子どもたちは病気になりました。
そのとき、北九州市の市政と経済は、これらの産業によって成り立っていた
ために、人々はなかなか抗議することができませんでした。しかしそんな中、
家族の健康を心配する女性達が公害を克服しようと立ち上がったのです。こ
の時、当時の北九州市長と企業の両者は、次期選挙への構想もあったよう
です。企業は毎日のように排ガス規制をし、行政は環境に親しみのあるまち
づくりを進めました。現在の北九州市は、独立したエネルギーを持つ、クリー
ンで環境に良いまちになっています。今回の国際会議開催を通して、アジア
の環境の未来は、改善され、希望となるだろうと感じました。もし、アジア
の会議参加者の何人かが自国でエコなライフスタイルを実行するなら、それ
はコミュニティに持続可能なライフスタイルを発信する最初のステップです。
この会議で話し合われたことは、それぞれの国で活かすことができると思い
ますし、いろんな場所で活かして欲しいと思います。
地域の力と環境意識の高い人々によるコミュニティ形成により、サステナ
ブルな環境を維持する活動ができると考えます。このような活動が続くこと
により、この会議は、参加者や開催地のコミュニティにとってとても良い影
響を及ぼすのではないでしょうか。

The 8th International Conference of Design for Sustainability (ICDS)
wich was held in Kitakyushu city 7th-9th June 2013 left a lot of
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memories and lesson for me. I learned How
Kitakyushu citizens make their environment better and change their
lifestyle into eco-lifestyle. In 1960, pollution makes the fish in the
sea dead, the children affected by the desease and factory smoke
contaminated fresh air. At that time the local politics and economy
dominated by industry, so the people unwilling to protest. However,
the alliance woman Kitakyushu city reviewing of pollution problems
and able to protest. Kitakyushu Mayor and industry are both
concerned with his political opponents to win the next election if
they can not cut pollution. Industry are willing to reduce emissions
every year and the government makes environmentally friendly city
program. Now Kitakyushu city become a clean city, ecological and
has independent energy resources.
With the holding of ICDS, the future of the environment in Asia will
be better and have hope. If any conference participant from Asia
implement eco-friendly lifestyle at home, that is the first step to
transmit the lifestyle to the community. The lessons learned from
the conference can be applied to the state of the participants. I
hope ICDS not only held a conference, but also provide the action
in every venue for the event. The action can be a workshop on
environmental management, utilizing local potential and build a
community of environmentalists. With these workshops, ICDS will
leave a good impression for the participants and the community
that exist at that place where the conference was held.

アジアは、多様な文化やそれぞれの異なる経済発展段階、様々な社会経
済問題を抱えた国々が集まった大陸です。今後数十年にわたって起こる資源
の枯渇に伴い、アジア諸国は、それぞれの社会における、それぞれの利益の
ための有形・無形の資源を共有することが最も重要だと思います。これは、
今回の会議の中で私の参加した分科会（テーマ：コミュニティ）で、主要なテー
マの一つとして議論されました。
アジアのデザイナーたちが日本を訪れ、他の参加者との対話による相互作
用が行われたことにより、私達は、自らの地域の問題に向き合うお互いの敏
感さに刺激を受け、私達の立場から、それらの解決策を見いだそうと試みま
した。それぞれの国が彼らの問題に対し、独自の持続可能な解決策を持って
います。例えば、インドでは湿らせた植物性のマットを、周囲の環境を冷や
すのに使っています。また、パキスタン北部やインドでは、炭を入れた瓶を
衣服に隠し、身体を暖めるためにカイロのようにして利用しています。これ
らの解決策は昔からあり、世代を超えて何度も試され、完成した最小の消費
で最大限の効果を発揮するための方法なのです。
様々な国のこれらの伝統や習慣を組み合わせた私達の未来のデザインは、
非持続的な要素に依存した日常を最小限の資源で済むサステナブルなものに
してくれるでしょう。そしてそれは、アジア大陸のサステナブルで素晴らしい
未来の保証となるはずです。私は、この一部でも来年のインドネシアでの会
議に向けて、変化し実行されることを望みます。素晴らしい経験をありがと
うございました。

We are a continent of diverse cultures, each at a different stage
of economic development and varied socio-economic issues .With

the depletion of the resources over the next few decades it is of
utmost importance that the Asian nations share their tangible and
intangible resources for the maximum benefit of their respective
societies. This was one of the main points discussed at the
community session of the workshop conducted and absorbed
by me during the conference. As designers visiting another
Asian country and interacting with the fellow counterparts from
these countries we got sensitised to the overall spectrum of
their sensitivity towards their own problems and tried to find
solutions to them from our point of views. Each country has its
own set of indigenous sustainable solutions to their problems, for
example, from using wet plant husk mat to cool the surrounding
environment in India to the usage of concealed coal flasks to keep
body warm in north Pakistan and India, these solutions can be
used as an idea pool in these conferences for solutions to problems
of similar nature in other countries as well. Such solutions are
age old, tested and perfected over generations for maximum
efficiency at bare minimum resource consumption. Imbibing all
these traditions and customs from various parts of the continent
into our future designs will make our daily dependence on nonsustainable methods to a bare minimum thereby insuring a bright
and sustainable future for the Asian continent. I hope to be a part
of this change and carry it forward next year in Indonesia. Thank
you for this wonderful experience.

「第 8 回サステナブルデザイン国際会議での私の感想」
"My reflection tough the 8th International Conference of Design for Sustainability"
ティーラポ・ティーラパ／キングモンクット大学（バンコク、タイ）

Teerapoj Teeropas / King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) School of Architecture and Design
(Bangkok, Thailand)
初めに、
「アジアの未来についてどう考えるか？」という問いに対して、私
はアジア諸国は同じ未来を共有していると思います。サステナブルな社会の
実現は、私達みんなが抱えている課題です。これらの問題を解決するために、
私達はお互いに助け合わなければならないのです。
「Share」という言葉は、
この状況をとても良く表していると思います。
私は、技術や製品、知識の共有ではなく、私達の経験を共有する事が最
も重要なことであると考えます。惜しみなく私達の経験を他者と共有しなけ
ればなりません。一方で私達は、良い学習者でなければなりません。他者の
成功や失敗の両方がら学ぶ事はとても重要です。これらを駆使すれば、私達
は未来がどうなるのかを予測する事ができるでしょう。しかしながら、私は
アジアの未来がどうなるのか想像がつきません。どうゆうわけか、日本を襲っ
た大津波は、悲劇だけでなく、私達のすべてに目覚めをもたらしました。こ
の出来事は私達に今迄私達がしてきた事や忘れてしまっていた事を振り返る
きっかけをくれました。
今回の会議は、私にとってサステナブルであることを追い求めることの強
い動機付けとなりました。 同じ目標をもった多くの人々が周りにいるのだと
いうことを気付かせてくれましたし、彼らとともに私も懸命に取り組みたいと
感じました。全ての人々は、持続可能性について責任を持たなければならな
いということも学びました。更に、デザイナーにとって大切な事は、自分た
ちが創り出すものが、どんな過程を経て世の中に出て行くのかを考え責任を
持たなければならないということです。これらの経験は、私に自国のタイで
今後何をすべきかを再び考えさせ、それが本当にサステナブルなものである
のか？と言う質問を私自身に問いかけるきっかけとなりました。

Firstly "What do I think about Asia future?". I think Asian countries
were share the same future. Sustainability is the problems that we
all facing. In order to go tough these problems we have to help
each other. "Share", is the proper word to use in this situation.
In my opinion, the most important thing to share is not the
technology, goods, nor knowledge, yet it is the experiences. We
need to be a generous to share our experience to others. On the
other hand, we have to be a good learner too. To learn from both
success and failure of others is important. These make we can
forecast what will come in the future. However, I do not know
what will be the Asia future. Somehow, the great tsunami that
hit japan is not bring only the tragedy, but in waking all of us. It
makes ourselves starting to look back to what we have been done
and what that we have been forgotten.
This conference really motivates me to continue in seeking for
sustainability. It's making me notice that there were many people
around there that seeking for the same goal. They were trying very
hard, then why can't I. This experience taught me that everyone
has to be response to the sustainability. More importantly as
the designer, you have to think tough overall processes and be
response to what will you provide to this world. These make me
reconsidering though what I am doing in Thailand and starting
questioning myself "Dose it provide a real sustainable?".
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「コミュニティを通して未来を維持する」
"Managing Future trough Community"

「シェアリング」
"Sharing"

ウェニン・ラスティ／カク・セト・サマラン・ホームスクーリング（インドネシア）

ユ・シュク・プイ／香港デザインインスティチュート（香港）

Wening Lastri / Student of Homeschooling Kak Seto Semarang, social program (Indonesia

Yu Shuk Pui / Hong Kong Design Institute (HongKong)

私はこの会議に参加する以前、
「サステナブルデザイン」とは、単にプロ
ダクトデザインを対象にした表現だと思っていました。しかし、この会議の
参加によって「サステナブルデザイン」とは、私達のライフスタイルの方法
をも表現することができるのだということを知りました。私達は一人ではサ
ステナブルにはなれません。持続可能性を実現するためには、私達が共に
学ぶために知識や力を融合させる必要があります。アジアは特に様々な国

byself, because we have to gather, exchange,
and share ideas; combine power; also learn
and do something together. Beside of that,
Asian people are possessed by sense to keep being the part of
group, so that cause them worry to be different from others.
That is why sustainability needs a role of community.

の集合体であるという理由から、この点が重要です。それゆえ、アジアの
サステナブルには、コミュニティが必要なのです。
アジアは人口増加傾向にあり、それはより多くのエネルギーと資源が必
要になることを意味します。もし、私達が未来について考えず、今だけを考
えてたら、環境問題や社会問題は深刻化するでしょう。私達は、どの程度、
あるいは、どのくらい少ない資源が利用可能であるのかを注意しなければ
なりません。コミュニティは問題を解決するための気付きを助けてくれるで
しょう。地域や専門家や行政、子どもから大人迄、皆で議論を行うことによっ
て初めて、全ての人の求めるところが分かります。それはとても時間がかか
り骨の折れる作業ですが、もしそれを実現できれば、アジア諸国はサステ
ナブルな未来を得る事ができると思います。

The 8th Conference of Design for Sustainability have taught me
that sustainability is more than just a concept of designing a thing,
but also concept to design and manage our life as human and
society. Become sustainable will be very hard if we do everything

Population growth in Asia also brings impact on the increase
of people's needs. Obviously, it needs more resource and
energy. When we only think about the present without think
any possibility about future, it will turns into big problem. A
wiseful thought and awareness of availability are necessary,
and community can be the alternative to solve it. Inside a
community people can share and think about the best solution
to avoid the shortage in the future and find the way to embed
this thought into people's daily life. By combining locals, expert,
and government, both children to adults, to rule and manage
how to use energy, resources, and basic needs. So, we can take
the best solution as we have known our own needs. Surely,
it needs a long time and much power, but if we conducted
seriously, Asian countries will able to keep fulfill their needs in
the future.

シュエ・ペイ／江南大学、プロダクトサービスシステムデザイン専攻（中国）

Xue PE / Jiangnan University, Product Service System Design (China）
アジア諸国は全て似通った問題を経験しています。その中で、より良い未来
全ての人々は、彼ら自身の立場から持続可能性についての問題を見ます。
しかし、デザイナーは独自の方法で問題を捉えることができるのです。デザ
イナーの強みは、製品の作り方から捨て方まで全ての過程を再考したり、再
設計することができることです。そのため、彼らはより良いデザインを創る
ためにプログラマーやエンジニアといった資源の保護や効率を助けるシステ
ムやデバイスを開発する異なるバックグラウンド持った人々と協力すべきで
す。更に、デザイナーが『アジアの未来』を理解する為に何ができるか考え
ると、その一番良い方法は文化的価値観や社会システム、環境等の異なるの
地域について考え、そこの人々と意見を共有する事です。この完成された過
程において、デザイナーは重要な役割を果たします。
一方で、デザイナーは、地域内または遠方の異なるコミュニティ間にさえ、
それらの人々が関心のあることを共有する、特定の可視化ツールをつくりだ
す能力を持っています。デザイナーが多くの異なるタイプの人々と共に働くこ
とにより、地域コミュニティが問題解決策を共有し、創り出すためのコミュ
ニケーションツールをデザインすることができるのです。デザインのスキルや
ツールを提供することによって、地域コミュニティは、デザインの調査研究に
協力するだけでなく、彼ら自身でそれを続けていく事ができるのです。この
方法は、デザイナーが広く深く地域の持続可能性を広める方法であり、最終
的に共にアジアのサステナブルな未来について提案することに繋がると考え
ます。

In the contemporary age where the whole Asia is facing many
identical problems, the effective and exclusive approach to realize
a beautiful future for all Asian countries is to develop towards
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な開発に関する施設や場所があることを実感しました。それは、
アートや自然、
創造性のような様々な異なる方法で表現されていました。日本人の環境意識
はとても高く、それが持続可能な開発を促進してるのだと感じました。
アジアは世界の中で非常に力を持った地域になり、経済や環境、人々の生
活の質も向上しつつあります。持続可能な開発は、環境問題や社会問題を解

「アジアのサステナブルな未来におけるデザイナーの役割」
"Designers' Role towards Asian Sustainable Future"

を創るための方法は、環境や文化を自分たちの中で発展させていくことです。

この会議の中で、私は日本の持続可能な開発に向けた取組みに未来のア
ジアをかいま見る事ができました。5 日間の日本滞在後、日本には持続可能

sustainability, referring to both environmental and cultural
development. Different people in the society are talking about
this issue from their own perspectives, designers, however, have
an alternative way to look into and to intervene the reality and
process. From the strength of designers, it is time to rethink and
redesign the products, the materials for manufacture, packages
and possibilities to extend the whole product life cycle. Besides,
designers should have more cooperation with people from
other background, like programming and engineering to create
intelligent devices or systems to help with resource protection
and efficiency. What's more, what does designer can do to realize
"Glorious Asian Future"? The better way is considered to design
for social behavior change and cultural value realization, shifting
to take human beings, environment and culture together into
consideration, learning from each other and began to share. In this
complicated process, designers are playing an important role. On
one hand, designers have the ability to design certain visualized
toolkits to enable people to become interested in sharing within
a community or between different communities, which even far
away from each other. On the other hand, designers are also able
to work together with different kinds of communities based on
local context and culture. By taught design skills and provided
design tools, local community can not only help with design
research activities, but also continue to do themselves. In this way,
designers broaden the width and depth of local sustainability,
which finally come up with Asian sustainable future together.

決するために、全ての人々が考え共に行動すべき世界的な問題です。私達は
これまでのヨーロッパや欧米諸国の歴史を参照し、より良い開発に向けた戦
略を行うべきです。また、それぞれの国の強みを活かすことも大切です。例
えば、日本は専門的で技術的な研究、環境保護対等、中国やインドはものづ
くりや人材育成等が挙げられます。
南極では、多くの国々からの科学者が彼らの研究結果について報告してい
ます。これはオゾン層の破壊について世界中の共通理解を促進させました。
私達はこの南極での事例を共有すべきです。
この会議後学んだことは、私は政府だけが持続可能な活動を促進しても、
それは不十分であることです。加えて、中小の企業やその他の団体が環境意
識の知識を身につけるべきだと思いました。また、人々の生活の質と環境意
識は持続可能な開発の普及レベルに直接的に影響していることを感じました。

Through this exchange ̶ I can see the future of Asia from Japan's
sustainable development.
In these five days in Japan, I saw there are lots of departments
(For example: Kitakyushu Environment Museum, Human Media
Creation Center and Environmental Museum of Water) fulfill their
social responsibility. Besides, they add many elements in products
and tactics including environment-friendly, art, design, nature and
creative.

I can see most of Japanese people are higher
of environmental awareness and this is one
important thing to success of the Japanese promoting sustainable
development.
What do I think about "Asian Future"? ̶ Though this conference,
I believe the world is not dominated by the European countries.
The position of Asia will continue to improve including economy,
environment and people's quality.
In my points, we should push to the globalization of sustainable
development, so that all people concerned about this issue. We
can adopt the international division of labor, work together to
solve the problem.
Moreover, we can refer the history of Europe and the Western
countries to develop a better strategy. We also can use the
strengths of each country. For example : Japan: Scientific and
technological research, environmental protection measures; China
and India: Manufacturing and human resources.
We should make good use of "sharing"in this form. Just like in the
Antarctic, many countries observer stationed at the South Pole
and they regularly report on their observed observer thing to other
countries. It increases to understand on the Antarctic of each
country and solve the problem of ozone layer together.
̶ After this exchange, I learn that it's
And what do I learn?
not enough if only the government promotes sustainable
development. In addition to, SMEs and other groups should
have some knowledge of environmental awareness. As a result,
people's quality of life and their environmental awareness directly
affect environmental popularity.

「サステナブルデザインについて」
"Sustainable design"
プラム・ソッケン／ CWA（カンボジア）

Prum Sokheng / CWA (Cambodia)
この会議を通して、私は、人間の行動が自然に及ぼす影響と重要性を学
び、改めて考えました。そして、多くのアジアの国々が関心を持つエネルギー
の維持や理念の共有方法について、他国・他地域からの参加者と議論するこ
とにより、お互い深い理解を得る事ができたと思います。私自身も以前は、
何が良くて何が間違っているのかを判断する知識すら持っていなかったため、
自国の未来やアジアの未来について考えたこともありませんでした。
私は、CWA(Community Work for Asia) で働くことを決め、コミュニティ
とともに仕事ができる事をとても嬉しく思っており、コミュニティの改善のた
めに最善をつくすつもりです。
アジアの未来が今後どうなっていくのか、私には分かりません．しかし、こ
の会議はアジアの国々にとって非常に有効であると考えます。是非、この会
議を毎年続けて欲しいと願っていますし、アジアの全ての国で開催し、それ
ぞれの素晴らしい取組みや事業を共有できればとも思います。アジアの未来
がすばらしいものであることを願っています。ありがとうございました。

Through this conference I have learned and think more what is
important and effect from human activities to nature, and I had
better understanding from each other through discussions from
different countries and regions about how to save the energy and

concept of sharing of people skill, by every
one try to share their idea how to solve these
problem as right now most of Asian people don't understand and
don't know what are they doing. Even me before I never think
about future of my country also never think about Asian's future,
as I have no any knowledge to analyze what is right or wrong
for every one. But after this conference was showing me many
thinking way that we can develop and working for Asian and try
to think what can we do for every things and environment around
us efficacy, so these make me think what I can do for Asian and
my country not only for myself.
So now I'm very glad that I decided to work for CWA (Community
work for A sia) that I c an have my o cc asion to work for
communities, and will try all my best to make this community
improve stronger and stronger.
For me I don't know what is Asian future going on, but my
opinion, this conference is very helpful for Asian, so I hopefully
this conference will continue every year and every countries in
Asia, to share these great jobs and great things to every one. And I
hopefully Asian future will be wonderful.
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サポート学生の感想
The thoughts of our young supporters
「世界で協力すること」伊原 靖二／北九州市立大学

"A global scale in cooperation" Seiji Ihara / the University of Kitakyushu
会議の報告書を書く係としてこの会議に参加させて頂きま
した。コミュニティの 分科会を見ていて強く思ったのは、
当然かもしれませんが国や育つ環境によってものの捉え方に大きな開きが
あることでした。各国が協力して地球規模で環境問題に取り組むには、今
回の会議のように市民レベルで意見を交換することが必要であると感じまし
た。そして、そのためにはまず市民一人一人の英語力の向上と異文化への関
心が求められると思いました。

I participated in this conference as a clerk to write a report of the meeting. I
watched the subcommittee of the community, I strongly thought that there
is a large opening in the perception of the thing by the environment in the
country and grow. I felt to address the environmental issues on a global
scale in cooperation, that it is necessary to exchange views at the grass-root
level as of this meeting. And, I thought interest in different cultures and
improve the English proficiency of each citizen is sought first to do so.

「シェアの意識をもって」武政 花佳／北九州市立大学

"Have the consciousness of a share" Haruka Takemasa / the University of Kitakyushu

「〝実践〟してみることの大切さ」石川 翔洋／北九州市立大学

"The importance of 'challenge' " Shoyo Ishikawa / The University of Kitakyushu
私は今回、自分が所属している「YAHATA HAHAHA PJ」に

I'm participated in project of international exchange. But, I didn't have

ついて英語で紹介させていただきました。私は、2 年間この

confidence of English. So, I couldn't communicate with foreigner. In this

PJ に関わらせていただいていますが、英語に自信がなく外国人と交流を図る

event, I was given time for speech about our activity and I got confidence

ことができていませんでした。しかし、今回スピーチの時間をいただいたこと

of English at this time. Because, then, my English could to makes foreigner

で、少し自信を持つことができました。それは、
「苦手だ」と思い込むことで

be understood about our activity. I think there are more people who don't

億劫になっていた英語が、案外通じるものであるということが分かったからで

have confidence like me.

す。恐らく自分と同じく苦手だと思い込んでいるだけの人が沢山いると思いま

And I think the best way that they can get confidence is to challenge

す。何事も、
自信を持つための近道は実践してみることだと改めて感じました。

anything.

「報告書作成に参加しての感想」藤江 香代／北九州市立大学

"Impression that I participated in report making" Kayo Fujie / the University of Kitakyushu
今回、会議・報告書作成に参加させて頂き、講演を聞くだ

When I was participating in the International Conference of Design for

けでなく報告書として書く上で、その場にいなかった人にも

Sustainability, I realized the difficulty of summarizing the intent of the

講演者の意図が伝わるようまとめる難しさを実感しました。また、報告書を

speakers in order to transmit information to the people who did not

書いていく中で、それぞれの国が抱える問題について自分がいかに無知であっ

participate in the conference. And I found that I did not know what

様 々 な 国 や 地 域 から 集 まった 方々 が 自 分 の 意 見 を出し

first step which builds a sustainable town from both thinking felt. There was

たのか知り、また改めて理解を深めることも出来ました。分科会の議論では、

problems that each country faced. I was able to learn something new about

合って話し合ったり、発表するのを聞き、多くの人々が考

much English and it was bewildered by understanding.But, it was experienced

国も立場も違う人々がシェアという共通の目的に向かい議論した内容につい

them. It was difficult to summarize the contents of the Subcommittee

えをシェアし、ともに考えることからサステナブルな街をつくる第一歩に

for the first time and it has participated in the fresh feeling. I would like to

て凝縮するのは難しかったです。

discussion.

なるのだろうなと感じました。英語が多く、理解するのに戸惑いましたが、

have the consciousness which he also shares and to live. People gathered

経験のない体験をさせていただいて新鮮な気持ちで参加することができま

from many countries and many regions to exchange opinions, contribute to

した。自分自身もシェアする意識を持ち、生活していきたいと思います。

discussions, as well as listen to presentations. I think this is the first step in the
creation of a sustainable town. I felt bewildered by English sometimes, but I

I heard people of various countries having gathered, and having discussed

was able to gain experience and fresh perspectives by participating. I want to

and announced. Many people shared the idea and I who will become the

take this consciousness of sharing and apply it to my own life.

「環境は世界共通」古村友美／北九州市立大学

"The environment we have to keep is common to the world" Tomomi Furumura / the University of Kitakyushu
日本に住んでいる私は、日本にある電気や資源をあたりま

I live in Japan, so I thought our level of resource consumption was normal.

えのように使っていました。しかし、日本もアジア各国も

But what Japan has in common with the rest of the world is the Earth. This

一つの地球でつながっていることに、この会議を通して気づきました。つ

means that environmental pollution in Japan is not only in Japan, but all

まり、日本での環境汚染は日本を超えて世界に影響し、世界の皆が使う空

over the world. I learned that we have to share information with countries

気や暮らす環境を破壊してしまいます。今回、地球環境を守るためには情

and cooperate all over the world. I realized that my actions in Japan

報や技術を各国と共有し世界中で協力することが大事で、自分の行動一つ

influence the world. That day was a valuable experience for me.

が与える影響が世界に影響することに気づき、とても貴重な体験が出来ま
した。

「サステナブルデザイン国際会議を終えて」甲斐 萌／北九州市立大学

"Looking back at the International Conference of Design for Sustainability" Moe Kai / the University of Kitakyushu

「サステナブル会議」堤 亜希奈／北九州市立大学

"The International Conference of Design for Sustainability" Akina Tsutsumi /the University of Kitakyushu
私の参加した分科会では「循環」をテーマに行われました。

We participated subcommittee meeting of "circulation". Waste picker sell

ごみを売ることが職業化しているウエストピッカーである

the trash to the occupation. Nishihara is they make use of method have

人々を生かしつつごみ処理の問題を解決する方法を推奨している西原氏のス

recommended. His listen speech made me realize. The importance of

ピーチを聞き、一方的に資金や技術を援助することより現地の労働を生かし

circulating the techniques provided. I think wrong until now method. We

つつ提供した技術が途上国の中で継続的に行われ、支援がなくとも途上国

are a need to disseminate to day. The events of the subcommittee.

の中で循環していく方法を見出していくことの重要性に気づきました。今後、
支援のやり方を考えていく上での参考にしていきたいです。

「ステッカーのデザインについて」永野 未来／西日本工業大学

"About my design of the novelty sticker" Miki Nagano / Nishinippon Institute of Technology
「サステナブルデザイン国際会議 」のノベルティをデザイ

I am very glad to have a chance to design the novelty goods of the

ンする機会をいただいてとてもよかったと思います。これ

conference because I had no experience to design something like this. I feel

までステッカー等のデザインは行ったことがなく、苦戦しながらも楽しく

like I could enjoy the process of designing; however, I have struggled to get

制作できました。最初はどのように考えていいのか悩みましたが、サステ

my idea out at the beginning stage, but gradually many ideas have come

ナブルや自然等をテーマに、たくさんの案を出してみました。今回ステッ

out."Sustainability" and "Nature" became a hint for the design. The sticker

カーになったのは「未来輝く」というコンセプトで作ったものです。貴重な

thus was made of my concept : "The future can shine". I am happy that I

経験ができ勉強になりました。

could study the sticker design and get a valuable experience.

国際会議では、様々な国や年代の方々が議論することで、

New and unique ideas were born from discussions between people of

新しい考えやユニークな発想が生まれ、私自身楽しく参加

various ages and nationalities. So I was able to enjoy the international

することができました。今回参加してみて感じたことは、サステナブルな

conference. I have realized that in order to make a sustainable living, it is

"Good things come from Small Discoveries" Shiori Yahagi / the University of Kitakyushu

「小さな発見が物事を良い方向に動かす」矢萩 栞／北九州市立大学

暮らしを作るには、アイデアや技術を分け合い、共有することが必要だと

necessary to share ideas and techniques. In fact, the keyword "share" came

多様な国籍、職業の方から持続可能なものについて聞き、自

いうことです。実際に私が参加した分科会でも、シェアというキーワード

I heard about sustainability and business from people of various nationalities.

up many times in the subcommittee. I think I want to use the idea obtained

分にできることは何かを考える機会となりました。会議名に

が沢山出てきました。ここで得たアイデアをこれからの生活を考えるため

That made me think about what I could do. Even though I was guarded in

at an international conference in order to improve our lives..

に活かせたらいいなと思います。

「サステナブルデザイン国際会議」高野 早紀／北九州市立大学

身構えていましたが、国際色の強い問題だけではなく、ごく身近な場所で生か

the meetings, it was not only the strong international character of problems,

されているアイデアまでわかりやすく知ることができました。普段疑問にも感

but the idea that they exist also in a familiar place that made things much

じていなかったことが大半で、驚くと同時に自分の無知さを知りました。今後

easier to understand. I was surprised at how much I didn t know about

は普段何気なく見ていた物事への意識を変え、その将来も想像してみたいです。

"The International Conference of Design for Sustainability" Saki Takano /The University of Kitakyushu
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everyday issues that I had never even thought about. I want to change my
former lack of thinking to become more conscious in the future.

今回、私はこの度カメラマンを担当させて頂きました。写

However, I like to take pictures. At first, I didn t know I was allowed to go

真部でもない只の素人ですが写真を撮るのは好きなので

near the stage and that I could stand up. Also, I thought I was an obstacle

とても楽しかったです。また、カメラマンとしてではなく、一参加者として

for participants. So, if I went to near the stage, I took pictures only from

も基調講演やセクションに分かれた後のお話を拝聴することができとても

a low angle. Second day, I learned from first day, so I could take pictures

サステナブルデザイン会議に参加したことで、とても貴重

Participating in the International Conference for Sustainable Design was a very

有意義な時間を過ごすことができましたが、私用でディスカッションに参

near presenters. However, I stood a long time. So, I became a hindrance to

な経験をさせていただきました。同じ「環境問題」という

valuable experience. It was possible to participate in the conference and gain

加できなかったことが残念です。また、このような機会があれば積極的に

another participant and Ustream. Thanks to first day, I could make progress

テーマで話し合っても、各国の直面する問題は様々で、全く異なることを、

an appreciation of the different ways each country confronted the very same

参加していきたいと思いました。

to take pictures. So it was very interesting for me. Also, I could listen to

この会議に参加して理解できました。また、大学で講義を受けている時以

environmental issues that were up for discussion. More so than when I learned about

many lectures of the participant. I had a good time. I could not participate

上に、より身近な問題として真剣に考えさせられる場でした。会議の経験

them in university lectures, this was a venue for thinking about them in a real-world

This time, I worked as a photographer. I am amateur as far as taking

in the debate because I had a personal matter. I regret it. If I have a chance

を活かし、これからは日本の問題だけでなく、世界の問題も視野に入れた、

manner. As for acting on the experience, from now on I hope to voice opinions

pictures goes and don t have my own camera, so I borrowed a camera.

again, I will participate positively/ I will proactively participate.

意見が言えるようになりたいです。

influenced not only by Japan's problems, but also from those around the world.

「サステナブルデザイン国際会議感想」柳井 映美／北九州市立大学

"Comments from participant" Emi Yanai / the University of Kitakyushu
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香川 治美

合研究センター）

青島 駿太（京都工芸繊維大学）

黄 堅（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）
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Fritz Akhmad Nuzir（北九州市立大学国際環境工学部）

佐藤 栄作（京都工芸繊維大学）

内田 美佐子（サムスン電子ジャパン株式会社）

小野田 弘士（早稲田大学 環境総合研究センター）

片岡 誉（九州国際大学マスコミ部）

鳴海 勇太（NPO 法人里山を考える会） ※事務局

Qianyu DONG（北九州市立大学国際環境工学部）

吉田 真梨子（京都工芸繊維大学）

西平 宗貴（サムスン電子ジャパン株式会社）

今井 健一
（公益財団法人交際東アジア研究センター）

窪田 景介（九州国際大学マスコミ部）

（北九州市立大学国際環境工学部）
Kong Ling Xiao

今井 景多（京都工芸繊維大学）

Youngdo JUNG（国環境産業技術院）

ソー・ソクンテリー（サンボー・プレイ・クック遺

橋爪 聡基（九州国際大学マスコミ部）

Richao CONG（北九州市立大学国際環境工学部）

佐藤 明史（日鉄住金テクノロジー株式会社）

石谷 百合加（北九州市立大学地域共生教育センター）

跡保存事業、プロジェクト実行者／カンボジア）

安部 紗也香（九州国際大学マスコミ部）

（北九州市立大学国際環境工学部）
Donny KOERNIAWAN

池隅 達也（日鉄住金テクノロジー株式会社）

泉 香苗（北九州エコライフステージ実行委員会）

竜口 隆三（西日本工業大学教授）

渋田 慎（Orion Factry）

Rendy Perdana Khidmat（北九州市立大学国際環境工学部）

相馬 淳美（株式会社早稲田総研イニシアティブ）

Pornpimon Bookum（早稲田大学大学院）

西原 靖博（株式会社西原商事）

Alicia CASTILLO（北九州市立大学国際環境工学部）

眞鍋 圭治朗（株式会社オープンハウス）

絵内 祐樹（早稲田大学大学院）

Ricardo DIAZ（北九州市立大学国際環境工学部）

松井 翔太（北九州市立大学国際環境工学部）

光井 康浩

裴 涛（早稲田大学大学院）

姫島 恵理（北九州市立大学国際環境工学部）

石丸 美奈子

古川 健吾（早稲田大学大学院）

協力

大山 裕美（北九州市立大学松永ゼミ）

甲木 正子

佐伯 凌汰（早稲田大学大学院）

中村 雅弘（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

サステナブルデザイン国際会議を終えて
エクスカーション通訳
波多野 礼子
高椋 夏海

鳴海 勇太（サステナブルデザイン国際会議実行委員会事務局）
今回の国際会議では、私たちが生きる未来を同
世代の若者と一緒に考えていきたいという想いか
ら事務局を行ないました。東南アジアを中心に海
外より招へいした学生と交流や議論では、直接

寺崎 友香里（北九州市立大学松永ゼミ）

船曳 鴻紅

一久保 晶（早稲田大学大学院）

林 志浩（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

エクスカーション

廣本 優菜（北九州市立大学松永ゼミ）

藤澤 有香

根本 圭祐（早稲田大学）
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井上 龍子（八幡駅前開発株式会社）

宮本 亜可子（北九州市立大学松永ゼミ）

花﨑 正子

山岡 美香（北九州市環境局環境学習課）

（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

澤野 大地（八幡駅前開発株式会社）

渡邉 このみ（北九州市立大学松永ゼミ）

満永 修邦（株式会社 Green prop）

網岡 健司（新日鐵住金株式会社）

松田 晋太郎
（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

石川 翔洋（北九州市立大学 WATAHA HAHAHA PROJECT）

後藤 康太（北九州市立大学松永ゼミ）

上地 沙霧（株式会社 Green prop）

西田 信吾（NPO 法人里山を考える会）

サイモン・ギルビー（公益財団法人地球環境戦略

徳田 和嘉子（株式会社 cross fm）

三山 晃希（北九州市立大学松永ゼミ）

松岡 佑輔（株式会社 Green prop）

坂田 佳子（NPO 法人里山を考える会）

研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

荒牧 敬次（技術研究組合北九州スマートコミュニ

渡邊 真未（北九州市立大学松永ゼミ）

小泉 翔（株式会社 Green prop）

原 千里（NPO 法人里山を考える会）

香川 治美（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

ティ技術研究組合／ KSCoP）

杵島 美仁（北九州市立大学松永ゼミ）

松本 樹里（サスティナグリーン）

栫井 綾乃（NPO 法人里山を考える会）

黄 堅（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

北九州市建設局河川部水環境課

緒形 かおり（北九州市立大学松永ゼミ）

冨永 聖哉（株式会社 ATGREEN）

鹿島 圭生（北九州市立大学松波ゼミ）

池本 朋子（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

新井 章太（北九州市建設局河川部水環境課）

河上 史和（西日本工業大学）

磯野 重浩（九州職業能力開発大学校）

下村 奈央（北九州市立大学松波ゼミ）

重冨 正朝（西日本工業大学）

真栄田 喜大（九州職業能力開発大学校）

カ・シンヨウ（北九州市立大学松波ゼミ）

スタッフ

江藤 章（北九州市建設局河川部水環境課）

髙田 亮（西日本工業大学）

白柿 華奈美（九州職業能力開発大学校）

佐々木 恵理子（北九州市立大学松波ゼミ）

山下 雅嗣（NPO 法人夢追いバンク）

山谷 幹夫（TOTO 歴史資料館）

滝井 純平（西日本工業大学）

下迫 裕揮（九州職業能力開発大学校）

實井 勇太（北九州市立大学松波ゼミ）

藤武 孝（北九州イノベーションギャラリー）

小林 直子（NPO 法人里山を考える会）

徳山 将之（西日本工業大学）

清水 康利（TOTO）

久保山 静香（北九州市立大学松波ゼミ）

中尾 雄太（西日本工業大学）

木村 博幸（TOTO）

本橋 史子（JICA 青年海外協力隊 OG）

ライター

サステナブルデザイン国際会議実行委員会

吉永 梨乃（西日本工業大学）

吉田 格（株式会社 LIXIL）

安藤 圭吾（JICA 青年海外協力隊 OB）

伊原 靖二（北九州市立大学松永ゼミ）

益田 文和（東京造形大学 教授） ※実行委員長

沖 啓介（東京造形大学）

渡辺 富士也（株式会社 LIXIL）

金子 愛里（JICA 青年海外協力隊 OG）

甲 斐萌（北九州市立大学松永ゼミ）

鈴木 勝美（株式会社オープンハウス）

and South Asia who were invited to come from
overseas, and we could see the things that are

中園 定（北九州市建設局河川部水環境課）

考え方を聞くとそのギャップに刺激を受ける事が
たくさんありました。その反面、未来について考
えると友達や家族等コミュニティを大切にしたい
等、全てにギャップがあるのではなく、未来へつ
なげたい若者の想いの根本は一緒なんだと感じ
ました。私自身大きな刺激と影響を受けた今回
の会議は、北九州から参加した学生も影響を受
けたようです。このような会議を続けていき、グ
ローバルに活躍する人財と参加した学生と共にな
りたいと思います。

"Thoughts about the International
Conference for Sustainable Design"
Yuta Narumi / International Conference for
Sustainable Design Secretariat
At this International Conference, young people
of the same generation came together to think
about what kind of future we want to live in.
We had a chance to have stimulating discussions
and exchange with students mainly from East

白石 明日香（東京造形大学）

角田 健男（株式会社 LIXIL）

奥美 由紀（JICA 青年海外協力隊 OG）

武政 花佳（北九州市立大学松永ゼミ）

津田 和俊（大阪大学 准教授、萃点堂主宰）

末松 しずか（東京造形大学）

宮脇 伸歩（株式会社 LIXIL）

大森 貫二（JICA 青年海外協力隊 OB）

堤 亜希奈（北九州市立大学松永ゼミ）

本田 圭吾（専門学校桑沢デザイン研究所専任教員）

and those from Japan. However, I felt that the

二ノ宮 傑（東京造形大学）

阿武 晃治（株式会社 LIXIL）

山崎 晃生（JICA 青年海外協力隊 OB）

藤江 香代（北九州市立大学松永ゼミ）

酒井 良治（アールパートナー株式会社）

discussion was not all about this gap, but rather

玉田 真奈美（東京造形大学）

中嶋 崇史（株式会社早稲田環境研究所）

Sriram Shashank（インド）※招聘学生

古村 友美（北九州市立大学松永ゼミ）

小野 真理香（株式会社オープンハウス） ※事務局

小山 友也（東京造形大学）

中村 雅弘（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター） Nicolas Hilmidya（インドネシア）※招聘学生

柳井 映美（北九州市立大学松永ゼミ）

鈴木 美絵（Amber）※事務局

フ・ジョウ（東京造形大学）

林 志浩（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター）

矢作 栞（北九州市立大学松永ゼミ）

オウヨウ・ケン（東京造形大学）
オウ・デンリュウ（東京造形大学）
中山 あきの（東京造形大学）
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Wening Lastri（インドネシア）※招聘学生

（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター） 裴雪（中国）※招聘学生
松田 晋太郎
（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）北九州アーバンセンター） Teerapoj Teeropas（タイ）※招聘学生

記録写真
川端 将徳

of what we have in common ̶the opinion that
it is important to connect friends and family
and other types of communities to build the
foundation of the vision of the future that young

北九州サステナブルデザイン国際会議実行委員会

Prum Sokheng（カンボジア）※招聘学生

different about people from other parts of Asia

前田 利蔵（公益財団法人地球環境戦略研究機関
（IGES）北九州アーバンセンター 副所長）

村上 正馬（東京造形大学）

サイモン・ギルビー（公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）

Leung Yiu Wa（香港）※招聘学生

杉本 秀樹（北九州市立大学国際環境工学部）

河添 靖宏
（独立行政法人 国際協力機構（JICA）課長）

松本 諒介（東京造形大学）

北九州アーバンセンター）

Yu shuk Pui（香港）※招聘学生

高野 早紀（北九州市立大学国際環境工学部）

飯塚 誠（株式会社 ATGREEN）

people hold. What impressed me personally was
the way participating students from Kitakyushu
were influenced. I get a sense that those who
supported or participated, including students,
were inspired to play a vital role in the global
effort for sustainability as they continue to
attend these types of conferences in the future.
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次回について／ About Next Conference
第 2 回東田サステナブル国際会議

The 2nd Sustainable Higashida International Conference

会期予定：2014 年 5 月中旬

To be held in May 2014
Venue: Higashida, Yahata-Higashi, the City of Kitakyushu, Japan

開催地：北九州市八幡東区東田

第 9 回サステナブルデザイン国際会議
"Destination 2014-2018" in INDONESIA
テーマ：
「さあ、村に帰ろう」
会期：2014 年 3 月 1 日、13 月 16 日〜 20 日
開催地：ジョグジャカルタ／インドネシア
村というコミュニティは国の縮図であり、村がサステナブルで
あることは、ひいては、国、世界のサステナビリティにつなが
ります。
ところが、現状はというと、村からは資源（人的資源、物質・
経済資源ともに）が都市に流れてゆくだけで、都市を支えるた
めの素材提供の場にしかなっていないのです。若者は、村に仕
事がなく、都市に仕事や未来をもとめて移動してゆきます。ま
たは、学びを求めて都市に移動したとしても、それを活かして
仕事をする場が村にはありません。
村のコミュニティが、もっと多様な働き方を受け入れられる場
であれば、村の若い人々も都市に仕事を求めて移動してゆく必
要はないかもしれません。 村も、人的資源をとても必要として
いるのですから。
第 9 回のテーマ、
「さあ、村に帰ろう」には、この会議の参加
者に村の持つポテンシャルを体験してもらうことで、人が住む
場所を選ぶときの選択肢を広げることにつながればという思い
が込められています。

The 9th International Conference
of Design for Sustainability
"Destination 2014-2018" in INDONESIA
Theme: "It's time to go back to Village"
Date: March 1st, March 16th-20th, 2014
Venue: Yogyakarta, Indonesia
Village is a microcosm of the country. If the village is sustainable,
it leads to sustainability of country, eventually the world.
However, at present, resources - human resources, material and
economic resources - are flowing into the city. The village is
became a farm of material provided to support the city. There
is no work in the village. To obtain the future and work, young
people go to the city. Or, even as they moved into the city for
education, there are no work place by utilizing it in village.
If village can accept more diverse ways of working, young
people may not need to move for searching of work to cities.
Village is also badly need human resources.
This time's our theme is "It's time to go back to Village". We
wish participants and I will lead to widening the choice of when

What's ?

サステナブルデザイン国際会議とは ?

choosing a place where we live by having to experience the
potential of village.

第 8 回サステナブルデザイン国際会議 Destination 2013-2019 報告書
2013 年 11 月 20 日 第 1 刷発行
発行：

the International Conference of Design for Sustainability
デザインというは、機能・形を美しく整えることがその本質ではない。

北九州市
編著：

執筆協力：

サステナブルな社会の実現に積極的に関わろうとの思いから、2006 年
より、この「サステナブルデザイン国際会議」を開催しています。
各回の詳細はホーページをご覧ください。
For English Information, please see our website.

www.sustainabledesign.jp

サステナブルデザイン国際会議事務局
北九州サステナブルデザイン国際会議事務局

人と人、人と物との関係を整え、ものごとを作りだすことを通して、新し
い価値観の提示を行う行為である。私達も自分達の得意とする分野から、

サステナブルデザイン国際会議実行委員会
北九州サステナブルデザイン国際会議実行委員会

伊原靖二（北九州市立大学松永ゼミ） 甲斐萌（北九州市立大学松永ゼミ）
武政花佳（北九州市立大学松永ゼミ） 堤亜希奈（北九州市立大学松永ゼミ）
藤江香代（北九州市立大学松永ゼミ） 古村友美（北九州市立大学松永ゼミ）
柳井映美（北九州市立大学松永ゼミ） 矢作栞（北九州市立大学松永ゼミ）

写真：

川端将徳
杉本秀樹（北九州市立大学国際環境工学部）
高野早紀（北九州市立大学国際環境工学部）
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