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インテグラル理論実践編 統合

ホリスティック・ライフスタイルと

コミュニティづくりの実践

Earth Spiral 安珠

自己紹介

1996～

• アロマセラピスト、ボディワーカーとして都
内で活動（ホリスティックヘルス）

2006～

• 持続可能な暮らしの実践（都内～相模湖）
（パーマカルチャー、トランジションタウン）

2009～

• ホリスティック＆サスティナブルな暮らしと
仕事をめざす

現在の活動

Soul

SocietySoil

個人のエンパワー

コミュニティの

エンパワー

大地に根差した

暮らしの実践

参考：

サティシュ・クマールの

ホリスティックモデル

環境に優しいとは？環境に優しいとは？環境に優しいとは？環境に優しいとは？

ホリスティック・ピープル宣言

1. からだーこころーいのちの全体を健やかに
いきいきと保つために、主体的に健康を考え
る

2. 環境にも優しい「生命力を高めるライフスタ
イル」を創造し「自分で選ぶ」というまなざし
を大切にする

3. ひと、自然、宇宙とのつながりの中で、よりよ
い生き方をめざす

「環境に優しい」とは？
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システムを壊さないこと

森

地球

あなたの生活は地球何個分か？

米国

日本

目標は
1個分
です！

地球環境－社会環境－個人のライフスタイルは
切っても切り離せない（WWFの資料参照）

古き良き時代～奥山と里山

奥山・・・手をつけてはいけない神聖な場所

里山・・・人間が手入れをし、生活に利用する

奥山の豊かさ・多様性を守ることが自分達の生活を守ることに
もつながっていた。昔話などに出てくる教訓。

今では私たちの生活は石油文明によって加速し、森から切り
離され、森は放置され荒れている

どうしたら良いの？

古き良き

時代

環境破壊

新しい

フレーム

新しいフレーム

• エコリテラシー

• フリチョフ・カプラらによる（米）教育

• ナチュラルステップ

• カール医師（スウェーデン）地域

• パーマカルチャー

• ビル・モリソン（オーストラリア）暮らし

エコリテラシー
エコリテラシーとは、地球環境や生態系を理解する能力と、そ

れにしたがって行動し生きる能力のことをいう。「人間は地球の

中でいかに責任を持って生きることができるのか」を学ぶことが
エコリテラシー教育の目標

生態系の原則

• 生態系は廃棄物をつくらない。ある生物の排泄物は、ある生
物の食物となる

• 物質循環は生命網の中を循環し続ける
• 生態系のエネルギー循環の源は太陽である

• 多様性は活力、回復力を保証する

• 太古に始まった生命の連鎖は、戦いではなく、協調、協働、
つながりによって維持されなければならない
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自然界の栄養循環

生産者

消費者

分解者

人間たちの過剰な

大量生産大量消費

太陽エネルギーを変換でき
る唯一の生物＝植物

ナチュラルステップ

スウェーデンの医師カール・へンリクにより提唱された
持続可能なシステム条件と行動のフレームワーク

1. 自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が
増え続けない

2. 自然の中で人間社会が作り出した物質の濃度
が増え続けない

3. 自然が物理的な方法で劣化しない

4. 人々が自らの基本ニーズをみたそうとする行動
を妨げる状況を作りだしてはならない

パーマカルチャーの倫理とパーマカルチャーの倫理とパーマカルチャーの倫理とパーマカルチャーの倫理と

原理原則原理原則原理原則原理原則

パーマカルチャーとは？
人間が地球上で持続可能に暮らすための

暮らしのデザインの方法

パーマネント＋アグリカルチャー

（永続的＋農耕）

パーマネント＋カルチャー

（永続的＋文化）

こんなことをします デザインに必要なこと

パーマカル

チャーの倫理

デザインの

原則

自然に対

する知識
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パーマカルチャーの倫理

1. 地球に対する配慮

2. 人に対する配慮

3. 余剰物の分配

ＰＣデザインの原理原則

1. つながりのある配置

2. 多機能性

3. 多くの要素による重要機能の維持

4. 効率的なエネルギープランニング

5. 生物資源の利用

6. エネルギーの循環

7. 小規模集約システム

8. 自然遷移の加速

9. 接縁（エッジ）効果

10.多様性

デザインプロセス

1. コンセプトデザイン・・・ビジョン、目標設定

2. ストラテジーデザイン・・・資源と問題点の抽
出と問題点解決のための戦略

3. システムデザイン・・・栄養、水、エネルギー
が循環するシステムをつくる

4. ランドスケープデザイン・・・配置を考える

5. アイテムデザイン・・・各要素の具体的なデ
ザイン

原則1：つながりのある配置
～システムデザイン アウトプット＆インプット～

原則2：多機能性
～１つで複数の問題を解決～

原則3：重要機能のバックアップ
～食、水、エネルギーなどのバックアップ～

例）食糧

例）食糧例）食糧

例）食糧 現状

現状現状

現状 改善策など

改善策など改善策など

改善策など

主食（パン、
パスタ、米）

購入 ＊生産者との信頼関係づくり

＊ジャガイモなどで代用

冬期保存の
野菜（短期）

かぼちゃ類、
キクイモなど

＊加工方法を考える

＊保存の仕方を工夫する

冬期保存の
野菜（長期）

ジャガイモ、
大豆

＊大根、白菜など今はいただ

くことが多いが、自分でもつく
る。品目を増やす

保存食 トマトソース、
乾燥野菜

＊冷凍保存しているが、他の
保存方法も考える
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原則4：効率的な

エネルギープランニング

基本は「減らすこと！」

＊断熱

＊ライフスタイル転換

どうしても必要なものを

何でまかなうかを考える

原則4：生物資源の活用

• チキントラクター
• コンパニオンプランツ
• 害虫対策（天敵）
• 受粉（ミツバチ）

• 牛、馬、ヤギなどによる
開墾

• 糞尿を肥料として活用
など

↑ミミズコンポストの作成

原則7：小規模集約システム

栄養

•小さいエリアで循環するシステム

•敷地＜地域＜国内

水

•汚さずに帰す

•カスケード、バイオジオフィルター

エネルギー

•減らす→残りは自然エネルギーへ

•見える化節電、太陽光ほか

敷地内での循環
を考え、大規模シ

ステムの無駄を
省いていく

永続性・多様性のある森

• ゾーニング
• 多年草やこぼれ種の利用
• 日当たり、水はけなどを
観察し、適材適所

• 多様性をつくり害虫の発
生を予防

• キッチン～畑までの循環
を考える（コンポストなど）

原則8：自然遷移の加速
～自分の周りに小さな森を取り戻す～

自然は森になりたがっている

荒れ地から森へ

参考：荒地から森へ～自然の遷移

一年草から多年草へ

土が豊かになるとともに、植物相が変化していきます
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低木～中高木 高木～多層性のある森へ（極相林）

土壌生物

昆虫

草食動物

肉食動物

鳥

爬虫類・両生類

Web of 

life

生態系、自然に対する知識 地球規模の問題解決

今起きている地球

規模の問題を解決

するには、環境に優

しく、生命力を高め

る個人のライフスタ

イルを変えるだけで

は追い付かない、と
いう認識も必要

持続可能
な社会

生命力
を高める

環境に
優しい

個人のライフスタイル

変化に変化に変化に変化に強いコミュニティづくり強いコミュニティづくり強いコミュニティづくり強いコミュニティづくり

～サスティナビリティとレジリエンス～サスティナビリティとレジリエンス～サスティナビリティとレジリエンス～サスティナビリティとレジリエンス

サスティナビリティとレジリエンス

Key Word

• サスティナビリティ／持続可能な
• レジリエンス／しなやかな、変化に強い

自然界はサスティナブルでレジリエンスが高い
が、人間社会は・・・
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持続可能な地域づくりの枠組み

1. エコビレッジ・・・一つの場
所に目的が同じ人が集ま
る

2. トランジションタウン・・・既
存の地域での実践

◆その他の取り組み：

• 地元学
• 里山資本主義
など

◆共通すること：グローバリ
ゼーションからローカリゼー
ションへ

1.エコビレッジ

�50名～2000名の小さなコミュ
ニティ

�明確なGlue（グルー、糊）があ

る。＊コミュニティを一つにす
るための共通のゴール

�持続可能性がある

�それぞれのエコビレッジによ
り多様性がある

イサカエコビレッジ パーマカルチャーを基本にデザイン

コミュニケーション
住居の配置の工夫

子供たちの見守り

コモンミール（共食）



インテグラル理論実践 統合 資料 2015/6/20

安珠 8

シェアリング

車、洗濯機、農具などのシェア

リサイクルスペースの設置

（CD、ビデオ、衣類など）

CSA
(コミュニティサポーテッドアグリカルチャー)

問題解決／
コンセンサスメイキング 住まい方はいろいろ

• 入居希望者が組合をつくり事業
者となり、様々な手配をする

コーポラティ

ブハウス

• 各世帯１戸建てだが開放的で
安心感のある共同体的環境

コハウジン

グ

• 個々の自由度は保ちつつ、住
環境の一部共有などの合理化

コレクティブ

ハウス

2.トランジションタウン

�問題意識：気候変動と
ピークオイル

�持続可能でレジリエン
スの高い地域づくり

�英国のトットネスから始
まり、世界に広がって
いる。

12ステップ

1. コア・グループの結成

2. 問題意識の共有

3. 他団体との連携

4. 大々的にお披露目をす
る

5. ワーキンググループの
結成

6. 創造的なミーティングを
開く（ワールドカフェな
ど）

7. 目に見える実例をつくる

8．基本的な技能の再習得

9．行政と良い関係をつくる
10．お年寄りから学ぶ

11.エネルギー削減計画を
つくる

12．流れに任せる
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コアグループの結成

問題意識を共有
できる人が3人

いればオッケー

問題意識の共有

気候変動やピーク

オイル、持続可能な

社会づくりに関連す

る映画の上映や勉
強会など

どの層に働きかけるか

段階段階段階段階 意識意識意識意識 提供すべきもの提供すべきもの提供すべきもの提供すべきもの

熟考
前

問題は何？ 講演会、映画の上映会などで
情報提供

熟考 何をすればい
いか？

なぜ変わる必要があるかという
理由と解決策

準備 具体的にどう
やるか？

基本的技術の再習得

変化 このままやり
続けるか？

支援、祝福、学びを深める

手を使う・感覚的Hand

• 感覚に働きかける体験的なものを企画する。作業、モノづくりなど。

頭を使う・知的Head

• 知性に働きかけるものを企画する。勉強会、本や記事の紹介など。

心で感じる・情緒的Heart

• 心で実感したり、感動する企画。アート、音楽など。

他団体と連携しよう！

行政

NPO

NGO大学

企業

ワーキンググループを結成しよう！

地域通
貨

エネル
ギー

食・農

ヘルスケア、心と魂のケアグループなども

ある。代替療法などへの関心が高いので、

医療従事者やセラピストとして貢献の機

会がある。
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意見を出し合える場づくり

～ワールドカフェ・ＯＳＴなど～
流れに任せよう！

情報源

• トランジションジャパン
• パーマカルチャーセンタージャパン
• Greenz.jp・・・ほしい未来をつくるための情報
をシェアするウェブマガジン

• Japan for sustainability・・・日本の環境への取
り組みを海外に発信

• Earth Spiral・・・ホリスティックな実践について
発信


