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チャプタ  1

はじめに

ナウトピアとは、ユートピア・ナウを縮めたものです。ユートピアは、も

ともと「どこにでもない場所」というのが語源だそうですが、それに

now「今！」をつけることで、逆の意味にひっくり返してしまいました。

ナウトピアは「今、ここにある場所」。だから、あなたが今いる場所がど

こであれ、あなた次第で、そこはナウトピアになります。
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どこか別の時や場所に理想の地を求めて、「昔は良かったな」とか、

「ここは何にもないからな」などとつぶやくのはやめて、足元をしっかり

見つめることから始めようってことでもある。

あるいは、今が理想から程遠いのを状況のせいにして、「いつか、状

況が整ったら」、ちゃんと生きようなんて思う。そうこうするうちに、ず

るずる、どんどん時間が過ぎてしまってるってことにならないように。

あるいは、どこかの偉い人、権力をとっても腐敗していない善意の企

業家や正義漢の政治家などが現れて、その人におまかせすれば、なんとか

なるって思ってる。でも、なかなかそんな人が現れないし、現れたとして

もなかなか選挙に当選してくれないので、やきもきしてる。でも、フラス

トレーションがそんなふうにたまるのは、人任せにして、受身で待ってる

だけだから。でも、自分の身体を使って動くことなら、今、ここで、すぐ

に始められる。そういう意味のnowでもある。自分なんて小さな力しか持

たないって思い込んでいるかもしれないけれど、そんなこと、やってみな

いとわからない。どんなに不利な状況でも、その時にできることってあ

る。それをやろうって意味でもある

山火事で動物たちが逃げまどっている時に、ひとしずくずつ、くちばし

に水を加えて運んでは、火にかけ続けるインディアンの神話に出てくるハ
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チドリのように、ナウトピアンは、「できること」をやり続ける人たち

だ。

自分のみたい世界に生きれるかどうかは、今日1日をどう生きるか、

今、ここで何をするかといった、「今、ここ」での選択と決断の問題なん

だって、考えるわけです。だから、あえてユートピアという言葉に、「ナ

ウ」をつけたわけです。

ナウトピアだよりNews from Nowtopia というタイトルは、ウィリアム・

モリスの『ユートピアだより』News from Nowhereのもじりです。

たまたま、私たちは北海道にいるので、北海道からのたよりになって

います。

でも、北海道が、由仁実験芸術農場が特別な場所なわけじゃない。決

意次第で、いつでも、どこでも、あなたのいるところがナウトピアになる

わけですから。

特別な場所や状況なんてどこにもない。なぜならそれをつくるのが、

あなたの役割なのだからという考え方も、ナウトピアにはふくまれていま

す。
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ネルソン・マンデラは、大統領就任演説の中で、「私たちがもっとも

おそれているもの。それは、自分が無力だということではない。自分はは

かり知れない力を持っているということだ。私たちがもっとも恐れるも

の、それは我々の光であって、闇ではない」と述べました。

これはとても深いところで、真実をついている言葉だと思います。「飛

ぶのが怖い」せいで、何でもコントロールして見通しがきくものにしよう

とする私たちのちっぽけなエゴが、私たちの可能性、人生そのものも見通

しのきく小さな範囲に押し込めてしまおうとするからです。

「これさえ解決できれば、それさえ手に入れれば、あそこに住むこと

さえできれば、うまくいくのに・・・」というように、いいわけしなが

ら、いつまでもやりたいことに踏み切れない。それは特定の状況やものに

依存してしまってるってことですね。とくに私たちが身を置く消費社会

は、お金で買えるモノやサービスに、自分の人生を作る力をあずけてしま

う。そんなメンタリティをせっせっせとつくってる気がします。あらゆる

ものにおすがりしながら、自分の中にある「はかりしれない力」にだけ

は、頼らなくていいように仕向けてる。それって、本当の意味で、生きて

るっていえるんでしょうか？　すでに大きく成長しているのに、翔ぶのが

怖くて、巣の中から出れない鳥のような状態だっていえないでしょうか？
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ナウトピアの考え方には、見たい世界をつくるために、依存できる特

別なモノや状況、とくにお金で買える商品やサービスなんてどこにもない

よ。思い切って自分の翼で空を飛ぼうよという提案もふくまれています。

三栗さんの「パーマカルチャー研究所」が面白いと思ったのは、そん

な「特別なもの」への依存、一切抜き。自分の中の「はかり知れない力」

だけ依拠すべく、あるものすべて生かすDIYで、新しい世界をつくろうと

頑張っていらっしゃるところ。

たとえば、看板は、専門業者に立派なものを作って貰えば、見栄えも

するし、人も集まるかもしれないけれど、あえて、そこにたまたまあった

ダンボールでつくるのが、三栗家流。研究所は三栗家の住む札幌郊外のア

パートと、フィールドと呼ばれるその近所の原野が残る土地です。

研究所の常任メンバーは、

代表　　　　　　　　　　　　　　　　三栗悠己　（番組に出てた

彼）

むかしの暮らし研究部・食品担当　　　三栗沙恵　（彼の奥さん）

発明・料理・電化製品分解担当　　　　三栗雄大　（長男　７歳）

子育ち担当　　　　　　　　　　　　　三栗小雪　（長女　２歳）
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要するに、家族です。でも、これは「ごっこ遊び」ではありません。

その証拠に、４人家族で、月の電気代５００円前後という、驚異的な省エ

ネ生活を、楽しく、エレガントに続けている。冷蔵庫なしで、ベジタリア

ンの発酵食品を中心にした昔ながらの食を、ハンデをほとんど感じさせな

いほど美味しく作り続ける奥さんの沙恵さんの腕も、たいしたものです。

でもその一切の中心には、「子育ち担当」ですくすく育っていく小雪ちゃ

んに象徴される生命の尊重があります。実際、すべての家庭がこんな生活

できるようになったら、地上の生命も共栄共存できる！

それに研究所の趣旨は、それが、どこにでもある家族の日常の暮らし

を舞台に、可能なことを、身をもって示していくことだって考えると、整

合性がある。

つまり、遊び心はたっぷりでも、遊びではないのです。

お金を使ったり、「特別な」人やものを入手して、形や状況を先に整

えて、カッコいい、先端的な研究所を作る人が、スーパーカーで、地上を

スピーディーに自由にぶんぶん乗り回している人に例えられるとすると、

三栗さんの研究所はこれに対して、ポンコツ車で、空を飛ぼうとしてると

いえるかも。そうやって、普通の人たちが、普通の状態でできることの

「はかりしれなさ」を、みんなを代表してためしてるわけです。

話をもとにもどしましょう。
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だから、「ナウトピアだより」の舞台もどこにでもある場所だし、そ

れに出てくる人も、どこにでもある普通の人だって思ってください。番組

そのものも、どこにでもいる素人の撮ったもので、実際、下手くそです。

言い訳するわけではありませんがね～　だからこそ、あなたにもできる。

そんな徹底したアンチ・ヒーローのメンタリティでつくりました。

問題解決、すべてお任せできるヒーローめいた特別な存在がどこにも

いなくなることで、依存関係がなくなりますし。また、完全に平等、みん

なが主人公になる対等な立場でつながれます。

とても他人の話を聞いているとは思えないような、親しみも湧いてく

る。

メルヘンは、いつも、「昔、昔、あるところに、ある～が住んでいま

した」から始まりますよね。「何年、どこの国に、何という名前の人がい

ました・・・」と、時空を固定することもしないし、固有名詞も出てこな

い。定冠詞“the”もつけられていない、ひたすら不定冠詞“a”を付せられ

た、どこにでもいる人、どこにでもある出来事。だからこそ、それは、話

を聞いてる「私たち」自身の話になるのです。
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そこまで映像で表現するのは、今回はまだなかなか難しかったけれ

ど、そんな感覚で、見ていただけると、うれしいです。たとえば、三栗さ

んの話も、「あるところに、４人家族がいました」というふうに。あらこ

れってうちとそっくり、うちでも何かやれるかもって思っていただけれ

ば、って思うのです。

そうやって、毎日、こつこつ新しい世界の種を撒いている、世界中に散

らばる一見ごく普通の人たちが、手を取り合って、古い世界の蛹の殻にち

ょっとずつできた割れ目が合流し始め、

みるみる広がる亀裂の間から、新しい世界の身体が躍り出てくる。

「ナウトピアだより」が、そんな脱皮をすすめる一助を担えたら、こ

んなにうれしいことはありません。

8



チャプタ  2

よろこびが羅針盤

日常を舞台に、いつ、どこからでも始めてしまうということとならんで、

もう一つ、ナウトピアの運動の特徴に、よろこびの共有があげられます。

三栗家のパーマカルチャー研究所の場合も、その核心部分に、タイのジャ

ングルで、家族で暮らした楽しい体験がある。だからお父さんが提唱した

ちょっと風変わりな生活実験をベースにした研究所設立も、驚異的な省エ

ネライフも、ほとんど家族を説得する必要すらなかったとか。

よろこびって、ありふれたものに見えるけれど、大切な条件がそこにす

べてそろっていることを教えてくれるメルクマールだって思っています。

たとえば、暴力的な強制関係が、潜在的に、であれ、そこに含まれている

と、雰囲気も悪くなるし、居合わせている人たちも楽しくなくなってしま

う。みんなが心底楽しんでいるところは、みんなが対等に、生き生き本領

発揮、主人公になれている証拠。

ナウトピアンは、自分がみたい新しい世界の質、クオリティを先取

り。その美しさ、安らぎ、楽しさ、ワクワクとした知的刺激などを振りま

く体験をみんなで共有するのが運動の基本です。だから、そこにどんな対
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立や見解の相違があっても、同じ一つの体験のクオリティが、それらを包

みこみ、融和する役割を果たします。

たとえば節電できない同居人にイライラしながら、つけっぱなしにさ

れた電気を消してまわるのは疲れるし、角が立ちます。でも、ろうそくの

明かりでくつろいでディナーをしたり、キャンプに出かけて薪がパチパチ

燃える火の暖かさを一緒にたっぷり堪能した後で、「でも、電気のエネル

ギーを使うと冷たいよね、火をなるだけを生活に取り入れてみない？」と

切り出すと、「なるほど」と伝わりやすくなる。その後すかさず、この木

は同じ町で、山を持って、森林管理の先生でもある樵さんから買ってる、

安心して使える地元の木。アラブからはるばるタンカーから運んでくる石

油、事故が心配だったり、利権のために戦争の火種になりがちな石油じゃ

ないんだよ・・・と付け加えていきます。調子に乗って、多少、政治的な

方向に話が進んでも、火の暖かさが、心を和ませてくれるので、そんなに

気になりません。火の神様、木の神様の助けもあって、一体感が強まって

いるせいです。

同じ方向に生活をシフトすするにしても、否定される方（エネルギー

浪費はダメ）に注意を集中すると、対立、分裂の種になりがちだけど、そ

れに代わるポジティブな生活の方を分かち合うと、一体感がどんどん強ま

っていきます。
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直接問題解決につながる行動を、うーんと楽しみながらやる。そのよ

ろこびを大切に育てていくのがナウトピアの運動の特色です。それは、今

確認した様に、一体感が強まるだけじゃない。多様性も高まります。ま

た、そんな多様な参加者の相互作用から、思いがけぬ副産物がうまれるこ

とも。部分の総和以上が全体として生まれる、シナジーの宝庫でもありま

す。

たとえば、都市の空き地に共同で野菜を植えて、食べ物を収穫してい

くコミュニティガーデンの運動も、そのいい例でしょう。始まった当初は

とにかく、安心して食べられる美味しい野菜を、自分たちの手で作るため

でした。

でも、実際に活動がはじまると、「野菜が欲しい」、「友達が欲し

い」、「緑を楽しみたい」など、そこにいろんな人がいろんな力、いろん

なニーズを抱えて、加わってきます。虫や他の生き物、土壌微生物たち

も、新環境に移り住み、自分の仕事をし始めます。その結果、始めた当初

は想像もしなかったほどのゆたかな世界が生まれ、生態系の回復、人間の

健康の回復、食の文化の復興とか、コミュニティづくり、貧困、ドラッ

グ、犯罪の連鎖からの解放だとか、いろんな産物が、ごっそり収穫できる

ってことがわかってきました。部分の相互作用、協働が、足し算以上の結

果を全体にもたらすシナジーが降り積もるので、ハチドリのひとしずくの

積み重ねひとつひとつも、そこでは何倍にも膨れ上がっていくのです。
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健やかな生態系では常に進行中の多様なものの相互作用と、そこから

くる部分の総和以上の思わぬ成果！これに人間が参加すると、それは天井

知らずのよろこびとして体験されます。

もうひとつ、よろこびって、ゴールがいま、ここに「ある」ってことで

もある。私たちは、自分の見たい世界を、今、ここに「ある」ものという

より、「ない」ものだという前提で動くことが多いですよね。これは、理

想状態を「どこにもない場所」とみなすユートピアの立場です。このやり

方をとると、どうしても、一つの世界をなす、生きた状態であるはずのも

のが、紙に書かれた文字のように抽象的に捉えられてしまいます。理想を

ちっとも実感できないで、その実現のためになされる行動は、「こうでな

きゃいけない」と意気込んだ、一面的、硬直的なものになりがちです。よ

ろこびや安心感からというより、不安やあせりから、悪あがきするような

ものになりがちです。やればやるほど、無駄な遠回りをしたり、手段が目

的と矛盾したりして、「こんなはずじゃなかった」という結果をまねいて

しまうことも多い。それらを避けるために、暗い現実の中でも、あえて、

見たい世界は、今、ここに「ある」んだよという前提からはじめるのが、

ナウトピアなのです。

つまり、いつか、どこかで幸せになるために、今はただ我慢というの

の反対。ゴールに向かう一歩一歩に、ゴールが含まれるように、注意す

る。
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これも、ありそうでなかなかないこと。とくに、自分のみたい世界を

つくるときには。なぜなら、世界を変えようとするとき、私たちは、ある

べきものがここに「ない」ってところから出発するからです。そんなの、

あたりまえ。あるべきものがここに「ない」からこそ、変えようとするん

でしょう？と思われるかもしれません。でも、実はこれが、落とし穴。変

化したと見せかけて、それは表面だけ。根本のところは何にも変わってな

いジレンマが続いてるんじゃないかと思うのです。

というのも、「ない」から、その「ない」ものを手に入れようとする

とき、そこで求められるものは、ふつう、私たち自身から切りはなされ

た、実感をともなわない抽象的なモノとして考えられることが多いように

思われるからです。

そこでは、目的達成に必要な条件の一つに過ぎないものを、「それさ

え解決すれば、すべてうまくいく」かのように、目的そのものと取りちが

えている可能性もあります。

たとえば、番組でも話していたように、家族と幸せに暮らしたい。そ

の結果、お金がいると、あくせく働くうちに、いそがしくなりすぎて、家

族と過ごす時間がなくなってしまったなど、本末転倒が起こったりしま

す。
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この場合の目的は、家族と幸せに暮らすことですよね。その中には、

暮らしていくのに十分必要なお金があるということも、当然、含まれてい

る。でも、それは絵全体ではなく、絵の中の一つのパーツ、小道具のよう

なものにすぎません。

家族との幸せな暮らしの中には、ほかにも、一緒の時間がたっぷりあ

るとか、健康だとか、親密なコミュニケーションがあり、理解し合えてい

る・・・などといった要素も含まれているはず。それらも、経済的な豊か

さと同じくらい重要だったりしますよね。つまり「家族との幸せな暮ら

し」とは、いわば、一つの世界をつくること。この世界の中のすべての要

素を、バランスよく育んでいく必要がある。「お金がある」という、その

中の一つの条件だけ突出させて、ほかの要素を犠牲にしてしまうと、まず

い絵しかできなくなってしまいますね。

「そんな複雑なこと、できないよ！」って思われるかもしれません

が、実は簡単。とてもシンプルなたった一つのことをすれば済むと思うの

です。

それは何か。自分の見たい世界が、「今、ここにない」のではなく、

「ある」ことから出発することです。つまりナウトピアだってことです

が。実際、ここに「ない」ものを、「ある」とみなすなんて、嘘だろうと

思われるかもしれません。

14



物質的、客観的にはなくても、その体験の質だったら、先取りできる

んじゃないでしょうか？

でも、そのためには、どうすればいいのでしょう？

自分の見たい世界そのものに、今、ここで、なりきることです。

具体的にそれってどんな世界なのか、ヴィヴィッドにイメージをして、

その質、クオリティを生きる。その具現になる。呼吸するように、すべて

の瞬間にそれを表現する。この場合は家族との幸せな暮らしですが、他の

ことでも同じです。

番組「ナウトピアだより」の中で、目をつぶって、見たい世界をじっく

りイメージしてもらったのは、そのためです。

もう一つ、こうしたイメージングと同じくらい有効だと思えるのが、ど

んなにかすかであれ、「きざし」になる体験にひたりきること。それに

は、悲惨な災害現場を目にしながら、そこに最初に生えた草にばかり眼差

しを注ぐような、意志の力もいるかもしれない。でも、そうした生命の

「きざし」にエネルギーを注ぐことで、その体験の中にある意味を表現し

て、みんなで共有することもできます。
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たとえば、番組の中でも語られているように、薪の火の体験、ジャング

ル体験を共有しながら、エネルギー問題について考える。コミュニティガ

ーデンをみんなでつくりながら、食や環境について考えるというふうに。

そうこうしているうちに、最初は、たった一人の中にうまれた新しい世界

のイメージ、ほんのかすかだった「きざし」の体験はみんなに共有され、

少しずつ、れっきとした現実になっていくことが見こまれます。

でも「ない」と思われるものをどうやって「ある」ものにするのか。

そのためのテクニックの一つが、想像力を使って、見たい世界の質にひた

りきるイメージングです。他にも、どんなに小さなことであれ、今、ここ

にみられる「きざし」に目を向けること。また、その時々にできる行動を

やり続けることも、これらのテクニックに数え入れられるでしょう。

これらのテクニックを組み合わせることで、自分の見たい世界の体験

のクオリティが、「よろこび」や「安心感」として、今、ここで先取りさ

れて味われるようになります。それらこそ、ナウトピアのエッセンス。見

たい世界を、自由にのびのび表現するための絵の具のようなもの。これが

みなぎってくると、自分の見たい世界が、絵のように一つの全体をなす生

きたものだってことがわかるし、頭で抽象的に考えていただけのときより

も、いろんなかたちで、ずっと自由に表現できるってことに気づくでしょ

う。
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すると、自分が望んでいる生活が、絵のように一つの全体、世界をな

す生きたものだってことがわかるし、頭で抽象的に考えていただけのとき

よりも、いろんなかたちで、ずっと自由に表現できるってことに気づくで

しょう。その中で、その時々の状況に合わせ、「できること」を臨機応変

にやり続けていけばいいわけです。

このアプローチ方法をとると、「家族との幸せ」のために、「お金を

稼ぐ」といった、一本調子で抽象的なことには、少なくとも、なりようが

ありません。

逆に言えば、この絵の具なしで、つまり不安や焦り、おそれから行動

することはやめましょうというのも、ナウトピアのメッセージの中心にあ

るものなのです。

ビデオの中でも、お話ししていますが、ベトナム反戦運動中、バーク

レーの反戦運動家たちが、ナショナリストの嫌がらせを受けたりして、売

られた喧嘩を受けて立とうかどうか迷った時、自分たちの目的は、平和そ

のものになること、その文化を皆に感染させることだって気づいて、花を

配りだした。その時、彼らがとったやり方も、同様のものだったって考え

られます。

もちろん平和を生き、平和そのものになった時、それをどう表現する

かは、人によってそれぞれ。花を配るのは、その一例にすぎませんよね。
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たとえば、そうやって、表現することもできるというだけ。見たい世界そ

のものになることから始めるナウトピアの運動は、自由で、無尽蔵です。

また、まずは体験があって、そのあと、それを体験した一人一人が、

自分のやり方で、それを言葉にしたり、日々、できることに落としこんで

いく。それは、最初から頭ごなしに「こうしなさい」というのとは全然違

って、排除や党派性が生まれない。多種多様な人たちが、それぞれまった

く違うことを考えながら、一緒にやれる、みんなが主人公になれる、脱中

心的で、包括的な運動が生まれます。
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チャプタ  3

可能性を狭める罠

それが、たとえばですが、花を配るこのスタイルを真似しだして、花を配

らならなきゃ平和運動にならないといった紋切り型になると、「平和」と

いう見たい世界を先取りして生き生きイメージできなくなった証拠。イデ

オロギー的な硬直のはじまりだっていえる。見たい世界を作る行動がちっ

とも楽しくなくなると、大抵これが起きてる。

それと同時に、目的がちっとも実感できない、紙に書かれた文字のよ

うになってしまうし、手段が目的と矛盾・分裂をきたしてくるようになり

ます。で、いつのまにか、たとえば、平和運動なのに、なんだかアグレッ

シブなムードになってきたねとか、幸福のために幸福を犠牲にしながらあ

くせく働き出してたってことに気づいたりするかもしれません。

そのせいで、いつの間にか手段と目的が分裂。番組でもお話しました

ように、たとえば、平和のための運動だったはずのものが、いつのまにか

アグレッシブになり、党派争いを起こしたりしかねません。すると、ブッ

シュ大統領の言葉の「平和のための戦争」がはじまりかねません。家族と
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幸せに暮らすために、家族と一緒にいる時間がないほど、あくせく働くな

んてことになりまねない。

　

この社会全体が、そんなふうに、選択肢をどんどん狭めて、同じ轍の

上を滑らせられるようなシステムから、どうも成り立つところが多いよう

です。だから、よほど意識的に、見たい世界を抽象的に考えるだけじゃな

くって、その「体験の質」に浸るように心がけないと、すぐにこの轍にか

らみとられてしまう。そして、そこに敷かれたレールの上を走るか、それ

に反発して、正反対の方につっぱしるか、どちらかの選択肢しかないよう

な気がしてきます。本当は、無数の選択肢を自分でつくれるのにもかかわ

らず・・・

このシステムは外的な制度として私たちを強制することもあれば、

私たちの発想法、思考回路に埋め込まれてることもあります。たとえ

ば、電気、水道といったライフラインを、特定の会社からの供給に依存し

なきゃならず、それ以外に選択肢がないとか、義務教育は特定のカリキュ

ラムにそったものでなければならないなどは、外的な制度で選択肢を狭め

られる例でしょう。

でも、そうした外的な制度とまさるとも劣らず厄介なのは、私たちの

発想法にみられる制限的な思考回路。これをなるだけ取り入れないように

するために、今、自分が向き合っている相手の言葉、自分自身の中で進行

中のモノローグ、思考のパターンをチェックするのが役にたちます。
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これを私に気づかせてくれたのは、不食家の秋山さんでした。

（・・・）有機野菜はいい、でも農薬使用の野菜は悪いという情報

を、私たちは常に耳にします。有機野菜やそれに類する食べ物はもちろん

身体にいいわけですが、絶対に有機しか食べてはいけないという一部の専

門家によるアドバイスは制限的なものです。いいことはわかっているけれ

ど、そのアドバイスはなんとなく窮屈に感じます。

そういう窮屈なアドバイスではなく、お金はかかりますが有機という

ものがあります、自由意志でこういうものを選ぶのもありですよ、農薬を

使わないので環境にもやさしいですよと、制限的ではなく選択的に語るこ

とで勇気をめぐる情報の質が変わります。

選択肢を広げることは、自由を広げることに繋がります。これをしち

ゃいけないよ、こうしなきゃいけないよという「べき論」ではなく、「あ

るある論」への脱皮、つまり思考の解放です（秋山佳胤『誰とも争わない

生き方　人生にも魂にも善悪はない』１６ページ）

社会意識が高い人ほど、「こうでなければならない」という思い込み

にとらわれがちです。彼らと話してると、社会とは、まるで、環境破壊や

汚染や暴力をめぐる、さまざまの問題と、それらに反対するスローガンの

集積ばかりからなるかのように見えてきたりなんかもします。

「社会って、そんなに悪いものだらけからなってるかしら？」とか

「いいところもあるんじゃないの？」と、多少反発したい気もおきてきた
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りしますが、それは、選択肢をどんどん狭められた狭い世界に閉じ込めら

れることに対する健康な反応なんじゃないかと思います。

でも、善か悪の二者択一で現実を一刀両断するその勢いにあらがえず、

ついつい、その狭い視野からなる思考回路の中に、一緒に引きずり込まれ

てしまうこともあるでしょう。すると、その高い基準に適合できない自分

に、無力感や罪悪感が、湧き上がってくることがあります。たとえば、

「生きていくだけで大変なのに、そんなことまで気にしている余裕はな

い」「私にはお金がないので、無農薬野菜は買えない。子供たちに安全な

食品を食べさせてあげられない、・・・」などなど。

でもこの罪悪感は、「無農薬野菜しか買ってはならない」といった類

の、選択肢を一つだけに絞った、とても制限された思考に囚われてしまっ

ているからこそ、湧き上がるものです。「１００点しかとってはいけな

い」と言われながら育った子にとっては、９９点をとっても罪悪感が湧い

てくるように、植えつけられたマインドセット次第の相対的なもの。心に

植えつけたこの監獄さえ外すことができれば、たちまち消えてしまうもの

です。
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チャプタ  4

選択肢を広げる

これに対して、秋山さんも言うように、一つの情報提起として、選択的に

語るだけで、ずいぶん楽になるはずです。選択的な語り方は、人を監獄の

なかに閉じ込めることはしないからです。

と同時に、私がお薦めしたいのは、想像力をはたらかせれば、他にも

いくらだって選択肢はあることに目を開いていくことです。

たとえば、家庭菜園で、自分で作る方法もあるよね。土地がなくて

も、プランターだけでも結構できるんですよとか。安全な食品をつくって

いるいい農家とお友達になって人手がいるときに、お手伝いなどしなが

ら、食品をもらうこともできるね・・・とか。

そのために必要なのは、善悪の判断をいったんかっこに入れて、先入

観なく問題をさまざまな視点から素のままに眺めてみること。すると視点

が広がり、想像力も解放されて、さまざまな抜け道や、可能性や選択肢が

見えてきます。
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広がった選択肢を材料に、最適のかたちを描く

もう一つ例をあげてみましょう。たとえば登校拒否の子がいる場合。

そこにいじめやその黙認といった事実がある場合、それを確認し、追跡す

るのは重要だと思います。

ただそのあと肝心なのは、制限的な思考の枷をなるだけ廃して、問題

を見つけること。たとえば、子供は学校に行くのが当然だという固定観念

から見ると、学校へ行けない子供は悪いということになるし、あるいはそ

んなふうに教育してしまった自分が悪いと思いつめたり、特定の子供が適

応できなくなるような学校が悪い・・・と思いつめていくよりも、フリー

スクールやホームスクールの選択肢もあります。あるいは、世界は広いの

だし、全く違う環境とか、思い切って外国に移るのはどうか・・・そのた

めの経済力はなくても、身近な自然や労働から直接学ぶことも、学校と勝

とも劣らず尊いのでは？　尊敬する～さんに、メンターになってもらえな

いか相談してみようか？　そもそも教育って、なんだろう？　どこでも、

何をきっかけにしても、できるのでは？・・・などというふうに、どんど

ん、選択肢を増やす発想法をするのはどうでしょう？

その上で、それらを絵の具のようにして組み合わせ、自分にとっても、

みんなにとってもハッピーになるような絵を描くように、置かれたシチュ

エーションで、最適なやりかたを即興的につくっていくのです。
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そのなかで、それまでピンチにみえたことが、個性を伸ばすためのチ

ャンスに見えてきたり、弱いと思われた子が、実は強靭な人に見えてきた

りといったどんでん返しも起こるかもしれません。

これも、社会変革、一種の政治といえないでしょうか？

私が「世界をつくる」という言葉で考えているのは、こういうことな

んだって、だんだん見えてきました。
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チャプタ  5

やっぱり
よろこびが羅針盤

よろこびで心を開き、冒険心、想像力を解放しながら、どんどん人生の選

択肢をひろげて、それを最適のかたちに絶えず仕切り直していけさえすれ

ば、

ずっと社会がよくなるなんて、

楽観的な極楽とんぼの戯言に見えます。

そんなに簡単に怒りを手放すと、システム自体を変革する仕事がおざ

なりになってしまうという声もあるかもしれません。安全な食べ物が安く

手に入らないので、家庭菜園をいくらやっても、それができない人たちは

依然として安全な食べ物にありつけないシステムは頑としてあることには

変わりないわけですから。

でもよろこびが扉を開く、新たな選択肢がどんどん見えてくる膨張的

で自由な世界は、システムの作り替えに働きかけることだってできる。そ

れができてこそ、ナウトピアのヴィジョンはあるといっていいと私は思っ

ています。
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先ほど、制限された思考がつきつける高い要求に添えない自分に、知

らず知らずのうちに私たちは罪悪感を抱かされていることがあると述べま

した。たとえば、安全な食品ばかりを子供達になかなか食べさせることが

できない・・・と思うと罪悪感にかられます。

でも、もう少しすすんで、考えていくと

農薬も放射能も含まれていない食品という、一昔前だったらあたりま

えだったものが、こんなに入手しづらくなったのは、そもそもなぜだろ

う？　という疑問につきあたりますし、

食品生産、流通、消費が、資本主義の利益最大化の原理の中にますま

す組み込まれてしまっていること、とくに大手の種苗・農薬・食品会社が

自分に有利なシステムを作り上げてしまっていることなど、興味をもって

調べればわかってきます。

そうすると当然のこととして、怒りや、被害者意識がわいてきます。

自分ばかり責める罪悪感にばかり苛まれている段階とくらべると、こ

れは、格段の進歩。

社会を変えるための行動が続く土台がこうして築かれるといっていいで

しょう。
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ただ、あまりそれにとらわれてすぎると、これもまた、思考を狭いと

ころでどうどうめぐりさせる要因になりかねません。たとえば、人生うま

くいかないのはすべて外的な原因に由来するという、人のせいにする構え

が、これから先も固定されてしまうおそれがあります。

そこから、もう一歩すすんで、考えていくと、

そんなふうに、怒りや、被害者意識から離れられないこと自体、

そこに自分たちを追いこんだ、システムがつきつける制限的な思考の

磁場から離れられないでいるからだということも見えてきます。

私たちの身体も自然も汚染し続け、栄養価も低下した食べ物が蔓延す

るシステムに対して、それを甘受するか、反対するかの二者択一しかない

という前提で動いているのですから。

過去に対して、それは正しいアプローチだと思うのですが、これから

先、どうやって生きていくかということを考える時、あまりにも狭いとこ

ろに自分を閉じこめてしまいかねないと思います。

そうした制限的な思考の堂々巡りを断ち切るためにも、

少なくとも、過去でなく、今、さらに未来について考える時には、

あえて、今、自分が手にしている可能性を

あらゆる思いこみ、先入観を排して、
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素のまま、ありのままに注視するのはいかがでしょうか？

するとだんだん力が湧いてきて、

「私が周りのいうことをただ妄信して、受け身でここまできたせいで、

こんな悲惨なシステムにまきこまれてしまったのだけど、それはここでお

しまい。ここで気分一新、これからは、自分で自分の人生に、さらには、

子供たちや他の人たち、生き物たちの人生にもっと責任をもてる棲息場所

をつくっていこう！　それには、まず、こんなしょうもないシステムとは

別のシステムをつくることが肝心だ！」というふうに、世界をつくる構え

に戻ることができます。

罪悪感が、怒りになり、被害者意識になったあとは、素のままの今を

見つめることで、そこからよろこびと希望を沸き立たせる段階がつづ

く・・・

そう考えるとまた、目の前にたくさん選択肢がひろがって見えてきま

す。

よろこびが、制限的な思考をはねのけたわけです。

それがナウトピアのアプローチです。
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