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﹁ 成 熟した

自の深みある思想です︒

想や環境文化の根底にある︑日本独
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地球環境問題が深刻化する時代。日本は、
その最先端の環境技術で、世界に貢献をすべきであろう。
しかし、日本が世
界に貢献すべきは、
「 優れた環境技術」だけではない。同時に、
日本独自の「成熟した環境思想」
を世界に届けていくべき
その「新たな時代の風」
を、田坂教授が語る。
であろう。
その一つが、
「 共生」
から
「自然」への深化。
じ ね ん

う言葉でしょう︒この言葉は︑一瞬︑

言葉の一つが︑
﹁地球に優しく﹂とい
に結びついていきます︒これに対し

人間を特別な立場に置くという思想

の科学技術に込めていくということ

体であるという思想︵和魂︶を︑そ
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主義﹂として︑深化・成熟させてき
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いました︒

しく﹂という言葉なのですね⁝⁝︒
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するために︑科学技術が発達しまし
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戸時代︑蘭学などを学んだと
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自然崇拝の環境観
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如く︑欧米の科学技術︵洋才︶を取

という言葉があります︒この言葉の

を決して失うことは無かった

有り難うございました︒

となのですね︒
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でしょう︒一つの神を︑絶対的な立
場に置くという思想は︑無意識に︑

Ayuko Haitsuka
経営者。株式会社新潮社、雑誌編集を
経て、株式会社 Elephant 設立。心に注
目した多様性社会におけるマネジメント
手法 HARDIAL（ハーディアル）を展開。
また著述家としての一面も持ち、自身の
哲学および四季折々の自然や心の有り
様を、抒情的に現した詩を執筆。
また目
に見えない心の重要性や心を感じるコ
ミュニケーションをテーマとしたコラム
を担当。西日本新聞夕刊「わたし活性化
計画」、WEBサイト：Fan Fun FUKUOKA
「something special」
に連載中。

灰塚鮎子

インタビュアー

46

