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Summary
Sweden is well known as a country of advanced policies on environment as well as social

welfare and other human rights. On the basis of these national policies, there is a tradition of

Scandinavian democracy. This is the underlying hypothesis I propose in this paper, because the

consensus of people must be respected in order to promote these policies. Travel & Tourism

can contribute to sustainable development economically, ecologically and socially. Sweden

shows numerous good examples of sustainable development in this context. The content of this

paper is composed of two parts. In the first three chapters, philosophies on the limitation of

the earth, sustainable development in the field of Travel and Tourism, and the idea and the

framework of The Natural Step, an international organization in environmental education started

in Sweden, are discussed. In the latter three chapters, three case studies in Sweden are

presented: Sanga-Saby Hotel as a case of business, City of Karmar as a case of famous resort

commune, and a case of regional effort of several communes toward sustainable society in rural

area in northern Sweden. These three cases show that Travel & Tourism is able to act as a

catalyst for local economic development, conservation and improvement of the environment,

maintenance of local diversity and culture, and contribution to the improvement of global

environment through the diffusion of idea and technology.
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の地球という限られた空間でのみ可能な活動であり、身体的健康と同様に節度が必要であ

る。経済活動で「生産」とよんでいるのは、自然の恵みを人間の役に立つように形態を変

えているにすぎない。生産されたものは、遅かれ早かれ、いずれは「ごみ」として廃棄さ

れる。廃棄物は、限られた地球資源であるスペースを利用不可能なごみの山に変え、水や

空気を汚染する。地球環境が有限であること、地球の物質循環のシステムやスピードを無

視した大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムは持続可能ではないということは自

明のことである。他方、市場は常に変化しており、長期的な視点に立った環境経営は２１世

紀企業戦略の重要課題のひとつである。

石油や石炭など化石燃料の多用による地球温暖化が台風の大型化や局地的な旱紘、洪水

などの異状気象の原因であるといわれる。地球人口が増加する一方で、生命を支える生態

的な環境は劣化し続けているのが現実であり、化石燃料や原子力発電に頼らない低エネル

ギー社会、資源を大事に使う循環型社会の構築が求められている。

1970年から1995年までの25年間に利用可能な天然資源の３分の１近くが失われ、利用可

能な河川や地下水などの真水資源も汚染や過剰使用、森林伐採などによって減少し、－部

地域では深刻な水不足に陥っている。同じ時期に温帯林の60パーセント、熱帯雨林の45パー

セントが消失した。人間の欲望には限界がないが、地球の資源には限りがある。

地球の資源がどのように使用されているか、という点に着目して国別の環境負荷の状況

を算出したのが、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学の研究グループによるエコロ

ジカル・フットプリント分析である。これは、ある集団（たとえば、日本、アメリカといっ

た国）が自然に与える「負荷」を、現在の資源消費と廃棄物排出のレベルを維持するため

に必要な土地面積の比較で算出する方法である。エコロジカル･フットプリント分析によ

ると、２０世紀初めに比べて生態学的に利用可能な土地は３分の１に減少したが、先進国と

いわれる豊かな国々のプット・プリントは約４倍に拡大している。地球人口の豊かな20パー

セントの人々が地球資源の80パーセントを消費しており、もし地球上のだれもがアメリカ

人や日本人のような暮らしをするとすれば、あと２つ地球が必要になるという。２

地球は、大気圏、水圏、地圏、そして生物圏で構成され、太陽エネルギーの助けを借り

て物質が循環する仕組みが造られている。自然界では、光合成を行って生産する植物、そ

れを食べる草食動物、さらにそれを食べる肉食動物、そしてすべての生物を分解する菌類

というように生命が循環している。この生命の営みを支える地球では、太陽エネルギーを

受けることと宇宙空間に熱を放出すること以外はすべての物質が閉鎖された空間の中にあっ

て、増えることも減ることもない。地球の大きな循環の中に生命の循環があるという地球

の循環原則をあらためて認識することが、持続可能な発展を考える基礎になる。３

２．持続可能な発展と観光開発

持続可能な発展とは、経済活動における資源循環を地球の資源循環に合わせるというこ

とでもある。産業代謝理論（産業生態学）の理論を基礎とし、持続可能な開発のための社

会経済システム変革プロジェクトとして1994年に国連大学でスタートしたのが「国連大学

２マティース・ワケナゲルウィリアム・リース（箸)、和田喜彦（監訳）『エコロジカル･フットプリント～地球環境持続の
ための実践プランニング・ツール』合同出版，2004年．４２ページ．

３カールーヘンリク･ロベール、高見幸子（訳)、『ナチュラル･チャレンジ』新評論、1998年。５３～59ページ。
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ゼロエミッション構想（UNUZeroEmissionsInitiative)」である。ゼロエミッションと

いう概念は、「自然界に廃棄物はない」という自然界の法則に倣って複数の異業種が産業

クラスターを形成し、資源をまるごと利用することで原料の生産性を高めて廃棄物の量を

自然循環の許容量内に抑え、結果として廃棄物をゼロにするという考えである。

持続可能な発展の概念は、1987年のブルントラント委員会の報告書『われら共有の未来

OurCommonFuture」においてとりあげられたもので、「将来世代のニーズを枯渇させ

ることなく、現世代のニーズを満たすような発展」と定義されている。これだけでは非常

に抽象的であるが、ヨーロッパ諸国では国連機関を中心にさまざまな活動が展開されてい

る。

旅行及び観光関連産業は、世界でもっとも多くの所得と雇用を生み出している産業であ

り、交通、宿泊、お士産品の製造・販売からイベントやエンターテインメントにいたる多

様な分野にまたがる裾野の広い産業である。観光・旅行産業は、先進国でも発展途上国で

も、雇用を生み出し所得を向上させ、とくに人口減少が進む過疎地域の発展に役立つと期

待されており、自然景観や歴史的・文化的遺産は大事な観光資源であるところから、環境

保全にも貢献するという側面ももっている。

所得水準が向上し、航空機などの交通手段がより早くより安価に提供され、マスコミ等

を通じて'情報がいきわたるようになるにつれて、旅行・観光関連産業の規模が拡大し、今

後もいっそう発展していくことが見込まれる。国際的な観光の発達は経済のグローバル化

促進と表裏一体であり、まさしく、観光は２１世紀の産業だといっても過言ではない。また、

異文化交流は友好な国際関係の基礎であり、戦争状態にある国に旅行にいくのは避けたい

と思うのが普通であることから、観光は平和産業であるとも言われる。

しかしながら、観光開発は他の経済開発と同じく、－歩間違うと自然破壊や、地域文化

の形骸化、地域社会の崩壊につながりかねない危険性をもはらんでいる。現実の問題とし

て、沖縄では、島の許容量を越えた観光客の到来がゴルフ場やリゾート施設建設に伴う自

然破壊、レンタカーの急増による交通渋滞、夏場の水不足、そしてごみ排出量の増加など

の問題を引き起こしている。

1992年のリオサミット（環境と開発に関する国連会議ＵＮＣＥＤ）では、持続可能な発展

(SustainableDevelopment）に向けての行動計画として、「アジェンダ21』という文書が

採択された。その中で観光（Travel＆Tourism）は持続可能な発展を達成するために積

極的に貢献できる経済分野の一つとして位置づけられている。観光産業は、適切に計画さ

れ管理されるなら、自然環境の保護と改善そして地域の多様な文化の保全に役立つもので

ある。持続可能な観光とは、自然環境や地域文化にかかる負荷を低く抑えつつ、所得と雇

用を生み出し、自然生態系を保全しようとする。

世界観光機関（ＵＮＷＴＯ）は、1970年に採択されたＷＴＯ憲章に基づいて1975年に発足

した観光分野に関する国際機関で、2006年１月現在の加盟国は150カ国である。2003年に国

連の専門機関になり、貧困軽減等の国連の目標を達成するために、マーケティング、教育・

訓練、技術協力、環境計画などの事業を行っている。

持続可能な観光とは、観光という産業分野において「持続可能な発展」を実現しようと

するものであり、経済的、自然生態的、そして社会的な（economically，ecologicallyand

sociallysustainable）発展に貢献するものであると位置づけられている。観光の持続可能
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な発展について、世界観光機関（UnitedNationsWorldTourismOrganization）では、

下記のように定義している。４

持続可能性原則は観光開発の自然環境的側面、経済的側面、社会文化的側面に関与する

ものであり、長期的な持続可能性を保証するためには、これら３つの側面において持続可

能性の適切なバランスが保たれなければならない。持続可能な観光の発展に関するガイド

ラインと経営は、マス・ツーリズムから多様なニッチ観光にいたるまで、すべての目的地

におけるすべての観光に適用可能である。（ＷＴＯ、2004）このため、持続可能な観光は、

下記の点に留意すべきである。

（１）生態系を維持して自然遺産と生物多様性を保全し、観光開発の鍵となる環境資源の

最適な使用をはかる。

（２）地域の文化遺産と伝統を保持して異文化間の理解と寛容に努め、受入国における社

会･文化的価値を尊重する。

（３）安定した雇用と収入を確保する機会と社会的サービスを含めて受入国の貧困軽減に

貢献し、すべての関係者に社会･経済的な利益をもたらすような実現性のある長期的

な経済運営を確保する。

持続可能な観光に関する幅広い協力関係を築いて合意を形成するためには、強力な政治

指導力と同時に、情報公開によってすべての関係者が協力することが必要である。また、

持続可能な観光は継続的なプロセスであり、その影響を監視して必要な時にはいつでも予

防手段や修復手段を導入できるようにする必要がある。同時に、観光客に対しては、高い

満足度を維持しつつ、観光経験を通してサステイナビリティ問題についての知識を深め、

持続可能な観光行動を奨励することも必要である。

３．ナチュラル･ステップの概念枠組み

ナチュラル･ステップは、1989年に創設されたスウェーデンの環境教育団体で、日本を

含め世界９カ国に支部を持つ国際的な組織である。スウェーデンでは、北欧最大のホテル

チェーンであるスカンデイックホテルをはじめ、多くの企業や60を超えるコミューン（地

方自治体）がナチュラル・ステップの指導を受けて成果をあげている。ナチュラルステッ

プが提唱する環境政策は地球の科学原則に基盤をおき、将来のあるべき姿を描いて現在何

をしなければならないのかを考えるというバックキャスティングの手法をとっている。本

論でとりあげるスウェーデンにおける持続可能な発展への取り組みは、このナチュラル・

ステップの枠組みを取り入れたものである。以下にナチュラル･ステップにおける環境教

育の要点としてバックキャスティングと４つのシステム条件について概略する｡５

3-1バックキャスティング

一般的に、経済を予測する場合は、過去のある一定時点から現在にいたるまでの傾向を

把握し、これに基づいて現在を基点にして将来を予測するという「フォア・キャスティン

４CommissiononSustainableDevelopment，ＴＯＵＲＩＳＭＡＮＤＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥＤＶＥＬＯＰＭＥＮＴ‐ＴＨＥＧＬＯＢＡＬ

ＩＭＰＯＲｍＡＮＣＥＯＦＴＯＵＲＩＳＭ,WorldTravelandT5TI715III-0了画面IIIZEIH511~豆YH~、雨IEI面面Z５１－百5尾I-EⅡ15-百百百FZ【てi7ZI7元
Association，1999,ｐ3．

カールーヘンリク･ロベール（1996)，前掲書，カールーヘンリク･口ベール・高見幸子（訳）『ナチュラル･チャレンジ』新評
論，1998年，及び高見幸子『日本再生のルールブックーナチュラル･ステップと持続可能な社会』海象社。2003年をもと
に筆者が概略をまとめた。

５
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グ（予測)」を行う。これに対してナチュラル･ステップでは、将来社会のあるべき姿、す

なわち持続可能な社会を基点にして現在のやり方を見直し、将来目標に向かって歩をすす

めていくという「バック・キャスティング」という手法をとる。そこには、未来は予測す

るものではなく作り出すものであるという北欧人の積極的な環境意識、関係者の合意（コ

ンセンサス）をとりながら望ましい社会の目標に向かってすすんでいくという北欧民主主

義がある。

３－２４つのシステム条件

(1)システム条件１：生物圏の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けてはいけな

い。

地殻から取り出した物質とは、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、鉛・水銀、カド

ミウムといった重金属類である。化石燃料は動物や植物の死骸、つまり地球上の炭素が地

殻に埋められたものであり、重金属類は水より比重が重いため地殻に沈んだ。地球はその

誕生以来、長い時間をかけて地表の金属類や大気中の炭酸ガスが地殻に貯蔵されることで、

生物が生きられる環境が整えられてきたというわけである。資源と呼んでいるのは、かつ

ては生命にとって有害物だったものであり、生物圏に地球の浄化能力を超えるスピードで

資源を放出していることが環境問題発生要因のひとつである。

(2)システム条件２：生物圏の中で、人工的に製造した物質の濃度を増やし続けてはなら

ない。

ＤＤＴやフロンは製造禁止になったが、窒素酸化物、硫黄酸化物、臭素系難燃剤等の化

学物質が生物圏に増え続けている。このような化学物質が生体内に蓄積されることによっ

て、オスのメス化現象など、自然界に異変が起きているといわれる。例えばフロンは、安

価で毒性もないので広く使われていた。しかしながら、自然界に放出されたフロンは数十

年後に有害な宇宙線や紫外線から生命を保護しているオゾン層を破壊することがわかった。

また猛毒物質のダイオキシンは意図的に作らなくても、大気中の様々な化学物質が合成さ

れてできるといわれる。

水俣病の原因となった水銀は、もともと生体内にはなかったものであるが、今ではまぐ

ろや人間の髪の毛等からも検出されている。これらの物質のほとんどは胎盤をすり抜けて

胎児に蓄積される。胎児`性水俣病というのは、生まれたときから水俣病、つまり水銀に身

体が侵されているということである。物質は消えることはない、というのが「エネルギー・

物質保存の法則」である。廃棄したはずの化学物質や重金属は世代を超えて人間を含む生

体内にも蓄積されるのである。

(3)システム条件３：資源の循環と多様性を支える物理的基盤を破壊し続けない。

「自然が物理的な方法で劣化しない。具体的には無秩序な森林の伐採、肥沃な土地の上

に建設される道路や建物、海や湖沼での乱獲などを行わない｡」

沖縄では、干潟は「海の畑」と言われ、1950年代まで人々は魚や貝などの動物性食品や

海草などの食料を海から得ていた。また、宝貝や夜光貝などの美しい貝は加工されて貝ボ

タンや伝統工芸品の漆器を彩る螺釦細工の原料となった。海からたくさんの恵みをもらっ

ていたわけである。しかし、海浜の埋め立てにより沖縄本島では多くの干潟が失われた。

多くの場合、土地が足りないというより公共事業による収入がほしいというのが理由であ
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るが、自然を食い潰す形で収入を得るという経済行為を続けていくことはできない。海の

ゆりかごともいわれる干潟を失うことにより生物資源が減少し、津波などの自然災害から

低地を守る自然の防波堤を失い、景観美も損ねるというマイナス面だけが残ることになる。

(4)システム条件４：人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行為を妨げる状況を作

り出してはならない。

システム条件１，２，３は自然に関わるものであるが、４つ目のシステム条件は社会的

な公正、経済活動に関わるものであり、国内外を問わず賃金・労働環境・安全衛生・福祉・

若年労働者･人権･公平などについて十分配慮されていることが必要である。

化石由来のエネルギーに過度に依存した自家用車、家電品等、先進国のライフスタイル

を支える原材料の大部分は発展途上国で産出されている。これらの国々における内紛・内

戦、およびその結果としての貧困は、私たち先進国のライフスタイルと無関係ではない。

先進国と言われる国では、昔ほどの貧富の差はないが、国|漂的に見ると豊かな国といわれ

る欧米や日本と、世界最貧国といわれるパキスタンやアフリカの国々の状況には大きな差

がある。また、今の世代がぜいたくすれば、そのツケは将来世代が払うことになる。世代

間の公平な資源の利用を図るために、効率的で公平な資源の分配が行われるよう技術革新

と貿易の不公平を是正していくこと。これが第４のシステム条件である。

４．持続可能な観光の事例１～ソンガ・セービホテル

ソンガ・セーピホテルは、ストックホルムの郊外、市街地から約50分ほどのところにあ

るホテルで、主な顧客は観光客ではなく宿泊研修や会議を行う自治体や企業である。１９４３

年に創業されたが、経営不振に陥って1992年に売りに出されたところを農業団体が買い取

り、ナチュラルステップのコンセプトを取り入れて世界でもっとも環境に配慮したホテル

にするという高い環境目標をたてた。その結果３年ほどで黒字になり、１０年で売り上げは

３倍に増えた。

具体的には、具体的には４つのシステム条件に違反しないように、大気、水、土壌など

の環境側面を洗い出し、エネルギー、水、食材、消耗品、家具類、化学薬品、廃棄物など

について検討した。

システム条件１に違反しないよう、エネルギーについては、再生可能なエネルギーを使

用するという目標をたて、湖の水の温度差を利用した発電、太陽光発電、電気自動車（ゴ

ルフ･カー)、グリーン電力の購入等多彩なプログラムを取り入れ、エネルギーの80パーセ

ントを自給している。

このホテルはメーラレン湖という湖のほとりにあって、水は１００パーセント自給してい

る。メーラレン湖というのは、ノ||のように長い湖で、バルト海に注いでおり、川下にはス

トックホルムがあって、メーラレン湖の水を飲料水として使っている。周辺には農場もあ

るが、農薬は使っていない。システム条件２に違反しないために、食材、水、清掃の方法

などを検討した。ソンガ・セーピホテルでは、システム条件２に違反しないために、食材・

汚水処理･清掃の方法などを検討し、有害な化学物質は使わず、排水はきれいに浄化して

排出している。生ごみは堆肥にして有機野菜をつくる農園で使用している。このホテルの

有機野菜を使用したメニューはおいしいという評判で、遠方からわざわざ訪れる人もいる。

２年前にはストックホルム市内のレストランを買ってソンガ・セービの名前でオープンし
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た。「エコ」ブランドの力である。

システム条件３の実践として、建物を作る際には土台の自然の岩を削っていない。その

ため、岩の上に建てられた木造のコテージの廊下は波打っている。この場所を借りて建物

をつくっているわけだから、撤去するときに元の地形を残すためである。このような投資

をするとお金はかかるが、維持費が節約されるので元はとれているとのことである。大事

なことは、「環境には配慮するが、サービスの質は落とさない」ということである。質を

落とすと、お客様が環境に対するネガティブな経験をもつことになるからである。

以上の３つのシステム条件に違反しなければ、将来世代に対してシステム条件４の責任

を果たすことになるが、備品・家具類や建材についても、環境認証を取得した森林から伐

採した木材を使用した製品に切り替えたとのことである。

５．持続可能な観光の事例２～カルマル市

カルマルはバルト海に面し、休暇にはスウェーデン王室も来られるという観光都市であ

る。カルマルはスウェーデンを代表する環境都市でもあり、ナチュラル･ステップのコン

セプトを環境政策に取り入れている自治体の一つである。カルマルの人口は約６万人であ

るが、６月～８月のシーズンにはその数倍の観光客が訪れる。

カルマルには中世に建造された美しい城があり、古い砦や町並みもよく保存されており、

世界自然遺産に指定されたエーランド島とは全長約７キロの橋で結ばれている。エーラン

ド島には、有史以前のストーンサークルがあり、風力発電の原型ともいうべき中世の風車

が並んでいる。Ｕ字型ブロックの排水溝はなく、ゆるやかな勾配がつけられ、晴れれば草

原、降れば自然の川ができて地下に雨水が浸透していくようになっている。これなら、動

物たちが排水溝に落ちて命を落とすこともない。むやみに自然を改造しないということは

システム条件３に適っている。

観光資源に恵まれたカルマルには、すでに十分な観光客がきているが、地域の持続可能

な発展を考えた場合、従来型の観光地としての発展には限界があると考えた現市長は、何

をなすべきかというバックキャスティングをした結果、世界一の環境都市をめざすという

目標を立てた。スウェーデンは世界でもっとも環境に配慮している国だという評価を得て

いるので、スウェーデンでもっとも進んでいると認められれば、世界一ということになる

からである。

ブランド戦略は企業だけの問題ではない。今や、行政も地域発の商品（観光、技術、製

品等）の市場開拓のため、ブランドカを高める必要がある。その戦略の一つとして選んだ

のが、環境技術の発信である。環境技術の発信地になることで、環境技術研修という新た

な観光資源ができる。国連世界水質査定機構（UnitedNationsGloballnternational

WatersAssessment）支部の誘致、カルマル大学工学部への寄附講座提供（市が教員の人

件費及び研究費を負担してエコデザインの研究に取り組んでいる）、同大学での外国人を

対象にした英語による環境ビジネス研修講座開設、政府や国際機関を通しての発展途上国

への技術支援等はこの戦略に沿ったものである。市長は自ら営業マンを自認し、東欧諸国

はもちろん、日本やベトナム等のアジア諸国をも訪れている。

また、カルマルはバルト海に面していることからとくに水に関する環境技術に注目して

いる。国連世界水機構支部の誘致もその－つであるが、バルト海を汚染しないために空港
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の排水を浄化する人工湿地を設けた。バルト海は大きな内海で、ほとんど水が入れかわら

ない。水俣病を引き合いに出すまでもなく、有害物質による汚染は深刻な健康被害を引き

起こす恐れがある。空港からの排水は化学物質や重金属などの有害物質を多く含んでいる

が、ゆっくり時間をかけて湿地を循環するうちに重金属は泥地に堆積していく。何十年、

あるいは何百年たったら、また資源として使える可能性もある。このプロジェクトは自然

の劣化を防ぐ予防原則に適い、４つのシステム条件のすべてを満たしている。この方法だ

と通常の浄化施設に比べてコストが10分の１ですむとのことで、今では環境視察ツアーの

目玉になっている。

その他、化石燃料に代わる代替エネルギーの開発にも力をいれ、し尿や屠畜場から出る

血液・汚物などの液体状の廃棄物からメタンガスを取り出す施設を作った。メタンガスは

近くにある病院の発電燃料として使うと同時にお湯をつくり暖房や蒸気消毒などに使って

いる。精製されたメタンガスは、カルマル市の公用車の自動車燃料としても使われており、

技術が上がって量産できるようになれば、技術輸出や途上国援助として使うことを考えて

いるとのことである。

６．持続可能な観光の事例３～スウェーデン北部の環境コミューン～

最後に、スウェーデン北部の環境コミューンにおける事例を分析したい。コミューンと

いうのは日本でいえば市町村に相当するが、地域共同体というニュアンスが強い。地方自

治の伝統が強いスウェーデンでは、1950年頃には約2,500のコミューンがあった。しかし、

1960年代頃から人口の都市集中と農山村地域の人口減少が顕著になり、いわゆる過疎地域

ではコミューンを維持する財政収入が不足するようになった。また、民主的な社会を構築

するためには、中央集権から地方分権化に移行する必要があった。そこで、地方分権の体

制の準備をしながら、段階的に合併が進められ、2004年現在、コミューンの数は289であ

る。

教育、社会福祉、消防から土地利用計画まで、さまざまなサービスを提供するコミュー

ンにおいて、持続可能な発展は、今もっとも関心の高い行政課題になっている。それは、

行政にとって、環境意識の高い住民の要求に応えて環境保全に力をいれることが、住民サー

ビスの質の向上とコスト削減につながるからである。さらに積極的には、環境問題に焦点

をあてることで、新たな産業を創出して地域活’性化・経済振興を図り、雇用を創出すると

いう面が期待されるからである。

スウェーデンでは、1992年の国連環境開発会議（リオ･サミット）で提唱された「ロー

カル・アジェンダ21」がすべてのコミューンにおいて策定されており、このうち、６０のコ

ミューンがナチュラルステップの環境方針を導入している。

6-1カーリックスのインターネット・デモクラシー

北極圏に近いスウェーデン北方の海岸沿いの地方は数千年もの間氷河に押し潰されてい

たために17世紀までは水面下にあった。氷河が削り残した大小さまざまな無数の島々をアー

キペラーゴというが、このあたりの土地は現在でも年間約1センチメートルずつ隆起して

いるという。そのため、陸続きになる前はほとんどが島だったという海岸沿いの村々には

「・・・島」という地名がついている。この地域のシンボル的な存在がカーリックス川で
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ある。スウェーデンといえどもダムや堰がつくられていない自然の川は４つしかない。そ

の一つがこのカーリックス川で、養殖でない天然の鮭の漁獲量がもっとも多いところであ

る。2000年にＥＵの自然保護区に登録されたのをきっかけに地元で住民全員参加による

｢持続可能な開発」についての議論が始まった。「私たちには2000年の民主主義の伝統があ

る」と誇らしげに云う、北欧民主主義の原型ともいうべき姿がそこにある。ちなみに、海

辺の３つの村でKustringen（海岸の輪という意）という協議組織をつくっているが、会

員の大半は女性で、６人の理事のうち4人は女'性、議長も女`性である。

カーリックスには上記のような小さな集落が87あるが、人口の半分はカーリックスノ''何

口にある市街地に住んでいる。面積としては、ストックホルムと近郊地域をあわせたほど

あり、カーリックスは「インターネット･デモクラシー」と呼ぶ世界初のＩＴ都市を宣言し

ている。合併によってコミューンの一体感が薄れ、住民と行政との距離が離れていくこと

に危機感を抱いたところから生まれたものだという。

6-2自然保護と持続可能な土地利用

湖、川、森林、湿地帯、海岸等、野生生物が生息している場所、手つかずの自然が残っ

ている場所を自然資源と呼ぶ。これらは林業や漁業の基盤であり、生物多様性を保全して

将来世代に継承すべき遺産でもある。景観の美しいところが多いので、近年は観光資源と

しても注目されるようになったが、資源として認識するようになったのは最近のことであ

る。スウェーデン北部の基幹産業は林業である。また、ラップランドと呼ばれる北方地域

にはトナカイを放牧する先住民のサーミ人がいる。１日ソビエトから国境を越えてきた酸性

雨やチュルノブイリ原子力発電所事故による放射能汚染、北海のアザラシの大量死等は、

この地域に住む人々に大きな脅威をもたらした。

スウェーデン人は自然を愛好し大事にしている。自然を愛するということは、そこに住

む生き物を愛するということでもある。森や干潟等は人間だけのものではない。既にそこ

の先住民である動植物がいるのだから、彼らの生の営みを人工物で壊してはいけない、と

いう意識が不文律として機能している。スウェーデンでは、野'性生物の生命を脅かさない

ように、排水路はゆるやかに傾斜して雨水を集めるように造られている。湖畔や海岸には

視界を遮る護岸や人工的なテトラポッドの防波堤は見当たらないし、自然に蛇行したﾉⅡの

岸辺には樹木が茂っている。

6-3脱化石燃料のエネルギー政策～電力と交通

環境問題に対する国際的な対応は、1972年にスウェーデンの首都ストックホルムで開か

れた国連人間環境会議に遡ることができる。翌年、1973年にオイルショックが発生した時

には、スウェーデンの石油依存度は80パーセント近かった。高緯度にあるスウェーデン、

とくに北部は平均気温がマイナス30度にもなる極寒地域であり、暖房のためのエネルギー

需要が大きい。石油依存度を減らすためにとられたのが、従来からある水力、自然エネル

ギー（風力、太陽光)、バイオマス資源、都市ごみ焼却熱の利用等を組み合わせた総合的

なエネルギー政策であった。

その核になったのが、．ジェネレーション･システムの開発と地域熱供給インフラの整

備によるエネルギーの効率的利用である。地域熱供給システムは発電の際に生じる廃熱で
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80度程度の熱湯をつくり、地下のパイプライン網でアパートやオフィス街、個人の家に配

給する。各建物には、お湯が通るラジエーターがあり、その熱で暖房をし、また、熱交換

されたお湯が台所やお風呂で使われる。電力は高品質のエネルギーであり、温水や暖房の

ために使うのはもったいないというわけである。これをコミューンレベルで可能にしたの

は、コミューンが住民サービスとして発電や配電を行なうことができるということがある。

また、電力市場の自由化（規制緩和）もエネルギーの効率的利用、グリーン化に貢献して

いる。６

電力と並ぶ二酸化炭素の排出源が交通･運輸部門である。ヨーロッパで温暖化対策が進

んでいるのは、脱化石燃料をめざして風力発電等の代替エネルギーを増やしていることも

あるが、自家用車への依存度を減らすために公共交通手段及び自転車道の整備を進めてい

ることも大きい。自動車を排出源とするＣＯ２削減対策としては、バイオ燃料車を公用車

として積極的に導入する政策がとられている。これらの車輌には緑の葉のマークが付けら

れ、市民にその存在をアピールしている。税負担が大きい国であるが、環境政策の推進を

国民は支持しているのである。

オーバトーネオのＣＯ２削減目標は、2010年までに1990年比で50パーセント削減すると

いう意欲的なものであるが、すでに2000年までに行政レベルではほぼ達成したという。地

域暖房システム、そして公共バスの無料化（これにより乗客は207パーセント増)、エコロ

ジカルな運転方法の教育、エタノール車の導入等の総合的な施策による相乗効果が驚異的

な達成率をもたらしたとして高く評価されている。

おわりに

持続可能な社会に向かう道はひとつではない。スウェーデンの事例は、それぞれの個性、

それぞれのやり方を大切にすることを教えてくれる。ストックホルムのような人口100万

人規模の大都市、ヨーテボリのような数十万人規模の中核都市、数万人規模の地方都市、

そして数百人ないし数千人の町や村があり、基幹産業も工業、農業、林業など多様である。

観光というと、遊びや癒しということばかりを考えがちであるが、カルマル市のように

世界に貢献する環境技術を発信して世界レベルで持続可能な社会をめざす観光、スウェー

デン北部のように住民を中心に自然と共存する生き様をみせる持続可能な観光の形態は、

先進国における「持続可能な発展」「持続可能な観光」のモデルだといえる。その根底に

は、住民の健康と安全を守ること、そして国際社会の発展に貢献することが「持続可能な

観光」の出発点であり、目的であるという北欧民主主義が息づいている。

沖縄を訪れる観光客は昨年500万人を突破した。量的には伸びても利益は上がらない

｢豊作貧乏」といわれる状態において、質的な転換をすすめていくべきだという声が上が

り、ＩＴ、カジノ、エコツーリズムなどが議論されている。持続可能な発展をめざす産業と

しての観光を考えるにあたって何をなすべきか、どのような理念を提示していくのか、本

論をその端緒として今後の研究をすすめたい。

６飯田哲也『北欧のエネルギーデモクラシー』新評論，2000年，４～24ページ．
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