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 開催日時：2022 年 9月 21 日(水) 15：00～17：00  

 論点提起：地域創造的アプローチによる里山の保全･活用 大磯町を事例として」(仮題） 

 開催方式：オンライン開催(Zoom)  ※Japa の HP https://www.japa.fellowlink.jp/ 

         の｢開催案内」を確認の上、参加申込(事前登録)をお願いいたします。 

 

Japa は、より多くの方々が会員として習合(ならいあい)・連係・共創できることをめざして 

正会員(入会金 1万円、年会費1万円)、一般会員(年会費 3千円) 及び 連係団体 

を募集中です。お問い合わせ・入会をお待ちしています。 

入会・連係に関するお問い合わせ・申込み先：Japa 事務局 info@japa.fellowlink.co.jp 

 

 

 

 

 

編集発行人：Japa 日本専門家活動協会 代表理事 芝原靖典 

発 行 元：Japa 日本専門家活動協会 https://www.japa.fellowlink.jp/ 

 

INDEX  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

1. コラム「論点提起」：メタバースの意義と可能性や如何 

2. キュレーション「関連情報＆Topics」：イノベーション×地方創生 

3. 寄稿：再現可能な低炭素地域社会モデルを目標とした環境イノベーション・センターを 

  (一社)熊野新道 ロベル・アダム・ザッカリー、三木康司、清水里香 

4. 都市を巡る：併合と独立 ～Ukraine の歴史･形成経緯を探る 3～ 

Japa 理事 小畑きいち：青山学院大学元客員教授 

5. 解説：日本の山・森林について 

6. Blog 仕組みの群像：上田研二氏を偲ぶ 

7. ｢Japa 新型コロナウィルス感染症特設コーナー」からの pickup 情報 

8. 読者の声 

9. 連携団体及び Japa からのご案内 

10. つぶやき（編集後記に代えて） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注：担当執筆者名の記載のない項目は、編集発行人（芝原 靖典）による。 

※ 本 Newsletter は、Japa 日本専門家活動協会が毎月 1日に発行する会員及び関係者向けの Newsletter

です。3ヶ月後に当協会のHP https://www.japa.fellowlink.jp/blank-14 にて公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

イノベーション×地方創生 

Newsletter           2022 年 8 月 1 日 ＃29 

参加者募集中！ 

＜参加費無料＞ 
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1. コラム「論点提起」：メタバースの意義と可能性や如何 

 

最近、「メタバース」(Meta-verse)という言葉が頻出している。その定義はいまだ定かでないが、

大略、インターネット上の仮想空間にアバター(自分の分身)で参加し、種々の活動を行なえる

バーチャル社会経済空間で、さらにはリアル社会経済空間とも融合・一体化するまさにメタバ

ースな社会経済空間と云えるのではなかろうか。今後の技術・サービスの進化に応じて定義は

変化する。日本は定義好きだが、急速に興り、拡大する概念に精密な定義はむしろ有害である。 

 

メタバースは物理的/空間的、身体的/精神的制約を超えて、リアル社会空間とバーチャル社会

空間を行き来しながら各種の活動/サービスをストレスフリーに行えるところに特徴がある。

この新たな感覚・体験は、かって、石井威望先生(医学から工学に転じたシステム工学者)から

教えていただいた「人類が宇宙へ飛び出し、宇宙から撮られた地球を、地球にいる人類が見て、

宇宙から発想することを獲得したことは歴史的な視座の転換、スコープの拡大をもたらし、爆

発的な知の創発につながった」という話を想起させる。それと同じような感覚をリアル空間と

バーチャル空間が融合する体験はもたらす。現在進行中のメタバースの勃興はそういう歴史的

レベルの事が起きているのかもしれない。いま戦後二度目の大きな視座の転換点に立っている。 

 

こうした流れの中で、Facebook が社名を「メタ」(正式には、Meta Platforms)に変更した。メ

タの真意は、他社(特に、Apple)にメタバースのプラットフォームを握られたくないとのことの

ようであるが。いずれにしても、メタバースへの投資・開発競争が激化している。あの東京大

学さえも「メタバース工学部」と銘打ったオンライン教育プログラムを開始すると発表した。 

資料：本当の新社名は「メタ」でない、プラットフォームになれなかったFacebook の悲願 日経クロス 

テック 2021.11.12 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00692/111100068/?P=2 

東大が「メタバース工学部」設立、工学の魅力を発信 2022.07.25 MoguraVR 

https://www.moguravr.com/tokyo-univ-foe-metaverse-2/ 

 

現時点においては、完全なストレスフリーまでに至らず、社会としての仕組みづくりも途上に

あるが、その根源には、多様な個々の「人」の尊厳を護り、心身の状態や地理的位置に関係な

く、考え、表現し、動くことを可能化ならしめると云うことがあるのではと思料する。 

 

例えば、社会的孤立・孤独に追い込まれている方々が、メタバース空間なら、社会的な参加が

しやすくなるのではなかろうか。本当の声(真意)も出しやすくなるのではなかろうか。それは、

リアル社会への参加につながる可能性を秘めている。さらには、障がい者の方々も、メタバー

ス空間においてなら、ストレスフリーに動け、声も発信できるようになるのではなかろうか。 

加えて、メタバースは地理的位置に依らないため、全世界のどこにいても、当然、日本のどこ

にいても、多言語翻訳技術やブロックチェーン技術等を介して、世界のリアル＆バーチャルな

社会経済活動空間と繋がれる。それは世界の「個」の人が等しく繋がれることを意味する。 

 

単なる目先のビジネス価値を超え、そして特定の企業プラットフォームを超え、個々の「人」

としての根源的価値向上に迫るメタバースであって欲しいが、果たしてどこまで迫れるか如何。 
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2. キュレーション「関連情報＆Topics」：イノベーション×地方創生 

 

▼失われゆく生物多様性。絶滅の危機を止めるには、農業と食習慣を変えること〜2020 年受賞

者・デイビッド・ティルマン教授に聞く、プラントベースの重要性〜 2022.7.15 旭硝子財団  

https://tinyurl.com/2djrphfa 

本稿は、プラントベース（plant-based 植物由来の食べ物）の食事は人間の健康にも地球環境

にも良い食事であることを科学的に証明したデイビッド・ティルマン教授へのインタビュー記

事である。「競合する種は、避けられないトレードオフが起きた時に共存する」ことを発見し、

「こうしたトレードオフの考え方で、なぜ地球上の生物はこれほど多様性に富むのかを説明で

きます」と云う。そして、「多様性ある集団の生産性は、多様性に乏しい集団よりも生産性がず

っと高くなる」し、「植物の多様性が大きいと土壌はしだいに肥沃になり、生産性の向上にも貢

献」すると云う「生物多様性は生産性を高める」事実を発見する。更に、「食習慣・健康・環境

のトリレンマ」に関心を持ち、「健康に良いものを食べた方が、環境にも良い影響を与えること

が判明した」。そして、「伝統的な日本食(和食)はまさにその好例」とのこと。「どんな人にもで

きることがある。 それは、環境に良いことを学び、自分の行動を変えること。他人の行動に影

響を与えること」と明言する。人間も含む「種のトレードオフ」を一人ひとりが問われている。 

 

▼なぜ四国の小さな山村が「カーボンゼロ優等生」になり得たのか 2022 年 07 月 07 日 日経

XTREND  https://tinyurl.com/29lsvw8t 

本稿は、カーボンゼロへの先進的取組の成功モデルと評されている高知県梼原（ゆすはら）町

(人口 3,300 人、約 9割が森林)が取り組んでいる「グリーン循環」の紹介記事である。「山頂に

2 基の風力発電機を設け、売電収入を得て、その半分を森林保全が経済的に成り立つためのイ

ンセンティブなどに活用」という仕組みである。「この仕組みは、従来、切り離されて別々に取

り組まれがちだった再生可能エネルギー利用と森林保全活動を金銭的なモチベーションを持た

せながら、それぞれの関係主体をうまく連結することの重要性を教えてくれる」。これは、よく

知られているドイツの「シュタットベルケ」(地域密着の公共サービス提供を目的に､複数の地

場型の持続的収益事業を 1 つの事業体で行なうことで内部補填する仕組み) 

https://tinyurl.com/2cyoavd3 と同じ仕組みである。地方創生にはこうした発想が欠かせない。 

 

▼移住創業者と地域住民で広げる地域の可能性 ―双方へのアンケートとヒアリングによる分

析― 日本政策金融公庫調査月報 2022 Vol.166 https://tinyurl.com/2c3etm4a 

本稿は、「事例調査に加えて全国の移住創業者と地域の住民に対して行ったアンケート調査の

結果を用いて、人口減少時代の地方で移住創業者と住民がどのようにかかわり、また、移住創

業者の事業が地域経済においてどのような役割を果たしているのかを分析した結果」の紹介記

事である。「人口減少と事業承継難」で縮小する地方において、「移住創業者・事業承継者に寄

せられる期待は大きい」。しかし、移住者と受け入れ側との関わりあい方がその成果を左右する。

そこには、「地元への愛着を共に育むことが大切」と指摘しているが、そのためには、相互の情

報共有、接点、理解が欠かせない。本稿では触れられていないが、移住者は、移住前に比べ、

その地における存在感、地域貢献力が増し、そのことが、より積極的な活動につながることを

忘れてはならない。そういう「人としての生き様」にも目配りした地方創生を期待したい。 
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▼コロナ禍からの「移動」の再生について考える－不特定多数の大量輸送から、特定少数の移

動サービスへ 2022 年 07 月 20 日 ニッセイ基礎研究所 https://tinyurl.com/2cdobqnh 

本稿は、時代構造の変化を受けた交通論である。ある意味、コロナ禍により、その転換を促さ

れた今後の交通のあり方論とも云える。その象徴的事象が最近発表された JR 東日本の赤字路

線の収支である。総人口が減り、駅やバス停に行くことが難しい高齢者が増え、かってのよう

な「不特定多数の大量輸送」型の需要が望めない。一方で、自宅からのファーストワンマイル

的需要対応の「特定少数輸送」が人口構造的に望まれ、技術的にも可能な時代となっている。

「交通」という概念から「移動」という概念への転換が求められているが、本稿はそうしたこ

とを理解する上で参考になる。仕組みが追いついていないだけである。柔軟な対応が望まれる。 

参考：JR東日本、地方 35路線の赤字 693 億円 収支初公表 2022 年 7月 28 日 14:24 (2022 年 7

月 28 日 14:32 更新) 日本経済新聞 https://tinyurl.com/25galt76 

参考：なぜ MaaS は「実証実験レベル」で終わってしまうのか？ 繰り返される失敗、理想的なモビ

リティサービスの在り方とは 2022.7.14 Merkmal  https://merkmal-biz.jp/post/15420 

 

▼DX レポート 2.2（概要）令和４年７月 デジタル産業への変革に向けた研究会 経産省 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/covid-19_dgc/pdf/002_05_00.pdf 

本稿は、経産省の研究会による DX レポートである。冒頭に、「DX レポート 2.1 で示した通り、

ユーザー企業とベンダー企業はともに「低位安定」の関係に固定されてしまっているため、我

が国においては、個社単独での DX が困難な状況にある。」そして、「DX を成功させるための方

向性」として「新規デジタルビジネスの創出。収益に直結する既存ビジネスの付加価値向上」

を謳っている。「IT」を「デジタル」に置き換えただけで、かつ主語が「IT」である。そうでは

なくて、「トランスフォーメーション」が主語で、そのために「IT/デジタル技術」を使うとい

うのが本来あるべき DXではなかろうか。戦略的な DXが、戦術的なデジタル化に転換している。

これでは、本格的な DXは進まず、先進的なデジタル化も覚束ない。本質を追求して欲しい。 

参考：オードリー・タン氏が「わたしは IT担当大臣ではない」と語った理由とは？「デジタル」と

「DX」の本質を徹底解説！ 2022/01/31 識学総研 https://souken.shikigaku.jp/6118/ 

 

▼GAFA 神話終焉のワケは「ネット広告の限界」だけじゃない！Twitter、Netflix も同じ 

2022.7.29 4:25 DIAMOND Online  https://diamond.jp/articles/-/307177 

本稿は、アメリカ IT 大手の株価急落(Facebook、Netflix 等)にみる GAFAM の寡占構造の溶融

化、業界再編の兆しに関するレポートである。様々な IT企業業界の動きが具体的に紹介されて

いる。様々な動きは要するに「IT大手にとってブルーオーシャンだった自分の得意領域が、血

で血を洗うレッドオーシャンに変質し始めている」とのこと。YouTube、TikTok、SNS、ディズ

ニー＋等々の参入者を含めてレッドオーシャン化している様子が描かれている。一方で、「IT各

社はまだこれから始まるメタバースに関しても一斉に侵攻を始めている」そして｢序盤戦です

でに、メタバース事業は各社ともレッドオーシャン｣とのこと。「レッドオーシャン化が引き起

こす未来、それは業界の再編です。つまり GAFA と呼ばれる 4社の寡占構造が崩れ、業界地図が

大きく変わる可能性が見えてきた。」と指摘している。凄まじいダイナミズムである。国内だけ

見ているとこのようなダイナミズムを感じられない。やはり、グローバルな視野が欠かせない。 
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3. 寄稿：再現可能な低炭素地域社会モデルを目標とした環境イノベーション・センターを   

(一社)熊野新道 ロベル・アダム・ザッカリー、三木康司、清水里香 

 

【はじめに】 

日本の地域社会再生のためには、現在のパラダイムにとらわれないイノベーション創出が重要

です。「一般社団法人 熊野新道」は他の地域でも繰り返して活用できる地域再生モデル（以下、

再現可能なモデル）を構築しています。当法人の所在地である三重県熊野市を第一のフィール

ドとして選んだ理由は、①ウェルビーイング向上につながる豊かな自然、②日本人の歩みを振

り返ることができ日本の素晴らしさが実感できる重要な歴史（特に世界遺産「紀伊山地の霊場

と参詣道」）、③ムスヒ(産霊)という古語に表される熊野の土地の創造性(異なるもの同士がム

スビ「結び」つく融合力が基盤)等があり、自然と人間、先住文化と外来文化、古神道と仏教と

山岳信仰など、2 つ以上の異なるものが結びついた遺物を数多く残しているため、イノベーシ

ョンとの親和性が非常に高いからです。 

 

【熊野市の課題】 

熊野市は多くの地方自治体と同様に若者の流出と高齢化による人口減少が進んでおり、主要産

業である林業や漁業等の DX 化が進むことで地域全体によい影響を与えることができると考え

ます。人口は 1990 年の 25,783 名から 2012 年には 19,084 名と 26%減少、2022 年には 15,861 名

と 10 年でさらに 17%減少しました。また、大学･短大･専門学校を含む第三次教育機関がなく、

約 9割の卒業生は熊野市外へ流出します。(ただし、和歌山県新宮市に近畿大学附属施設、三重

県津市に三重大学等があります) こういった人口減少や頭脳流出などに伴う地元産業等の担い

手不足、知の喪失、経済衰退を「イノベーション」で解決できないかと思って 2020 年から活動

を開始して、2021 年 6月に一般社団法人熊野新道（以下、熊野新道）を設立しました。 

 

【再現可能なモデルの第一歩：イノベーション・ハブの構築】 

熊野新道の代表理事のロベルは 2020 年 6 月に熊野市井戸町松田字を初めて訪れました。初期

の頃から、大正時代に建てられた空き家と周りの里山を中心として再生型未来社会の実現に資

する最先端的な「イノベーション・ハブ」を目指したいと思いました。再生型（リジェネラテ

ィブ）とは、サステナビリティの先にある創造的な社会の姿を指します。再生経済学の原理に

基づき発展した概念ですし、「再生経済学」は自然資本の再生に特化した思考・システム構築を

示しています。バイオミミクリー（生物模倣）など地球の本来の再生能力を模倣・拡張する方

法論およびそれに必要とされるガバナンス理論の利活用が基本です。熊野新道にとって「リジ

ェネラティブ」との出会いは、Global Regeneration CoLab (GRC https://www.grc.earth/)と

いう世界に 1000 人の会員を持つ環境再生型のグローバルな人材ネットワークの週次オンライ

ンミーティングでした。 

 

熊野新道は、2020 年 11 月に総務省主催の異能 vation プログラム（www.inno.go.jp）のネット

ワーク拠点運営協力機関として活動を開始しました。活動内容として、ICT 分野において破壊

的な地球規模の価値創造を生み出すアンビシャスな技術課題への挑戦をしたい方の本プログラ

ムへ募集・申請支援を行っています。特に、地域社会再生につなげる「リジェネラティブ」技
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術の開発・発展を希望している方を応援しており、気候変動災害やカーボンシンク(大気中に存

在する CO2 を地中や海底に吸収すること)のシミュレーションなど、新時代の気候変動対策先

進地熊野の実現の一環として推進しています。 

  

【再現可能なモデルの第二歩】 

熊野新道のゴールのもう一つは熊野市内の環境教育用の「萃点」(すいてん)の設立・運営です。

南方熊楠（みなかた くまぐす）氏が提唱した「萃点」についてご興味がありましたら、次の PDF

（https://bit.ly/3coOcGp）をご一読ください。多くの方々に環境意識の向上と、環境教育を

提供するために、現在「里山のシミュレーション」を作成しています。里山は、気候変動緩和

および適応において重要な役割を果たすので、3Dのメタバース空間にアクセスすることにより、

①臨場感のある熊野の自然との触れ合いを可能とし、②CO2 収支・生物・林業の知見といった

環境データをリアルタイムで学ぶことができます。これを実現するために空き家を地域住民で

も利用できる①茶室兼②VR(Virtual Reality 仮想現実) や AR（Augmented Reality 拡張現実） 

の技術を活用することができ環境教育用のメタバース教育センターとして改築しています。茶

室もメタバースも同様に、常に存在する社会的ヒエラルキーを和らげる場となり、創発性とし

て自然に生じてくる「均等化効果」(平等にさせること、格差をなくすこと)はイノベーション

の加速につながると仮定しています。 

 

【今後の予定】 

メタバース空間の作成に伴い、熊野の魅力を外部の人々へ伝え、足を運んでもらい地域活性化

を促進させます。CO2 に関する情報をはじめ、国内外の教育者・研究員・イノベーターなどが
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メタバース上の情報にアクセスする事で、定炭素地域の実現に必要とされる情報共有・知識移

転ができ、さらに学生や子どもたちがかつてできていないことを学ぶ事ができます。また「里

山のシミュレーション」の活用により、里山を適性に管理する方法や防災力向上のためのスキ

ルなどが学習でき、リアルなシミュレーションの提供により市民に幅広い「グリーンカラース

キル育成」が①新規事業開発、②就職活動、や③スタートアップ企業エコシステム構築につな

がります。更に、本プラットフォームはコミュニケーションと GIS の API を通じて国内外のイ

ノベーター同士の交流も可能となります。 

 

古来より、人と自然が共生する里山のまち熊野市井戸町をメイン実証地とした「里山のシミュ

レーション」のファーストステップとして、里山情報のデータベース構築までを行います。そ

の後、熊野新道の目指す最終ゴールであるプラットフォーム「Akashik Records Meta」を通し

て、イノベーターにアクセス可能な知見を提供し、他の市町村における地域再生に必要とされ

る①里山保全②スキル育成及び③地域産業活性化に関するイノベーションを加速させる再現可

能なモデルが活用できます。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝辞：熊野市、三重県庁、松田一久さん、野地木材工業㈱、田中順子さん、谷川孝栄先生、谷川泰治さ

ん、井上結子さん、松田喜多志・由美子さん、川口寛将さん、川邑徹哉先生、小野晴世さん、イ・ヘギ

さん、岩田光洋さん、そして今までご協力してくださった多くの紀伊国の方々へお礼を申し上げます。 
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4. 都市を巡る：併合と独立 ～Ukraine の歴史･形成経緯を探る３～ 

（Japa 理事 小畑きいち：青山学院大学元客員教授） 

 

ポーランド分割とウクナイナ民族意識 

ポーランドでは 16 世紀後半にヤゲウォ王家が断絶し選挙王政へ制度移行した。結果として選

出ポーランド王の権力が減じ、ポーランド貴族(シュラフタ)の権力が増すこととなり国政がシ

ュラフタらによる議会で国家戦略などが決定されることなり権力不在で迷走することになった。

このシュラフタの特長的な権限が｢自由拒否権｣で、議員の貴族が強い拒否権を持ち、議案決定

を阻むこともできる。このような体制で、何も決められないという事態が生じるようになった。 

 

国王の権威が低落することで国力衰退傾向が顕著となった。そして、国王選挙において、外国

の支援を仰ぐことになり、東のロシア帝国、中欧の新興プロイセン王国、そして神聖ローマ帝

国後継を自認するオーストリア帝国などの介入を招き、18世紀、ポーランドが分割されること

となった。分割は 3 回で、1 回目は

1772 年、ロシアのエカテリーナ 2世

が愛人の親ロシア派の貴族を王位に

就けることから混乱状態となり、ロ

シアの動きに危機を感じたポーラン

ドの隣国プロイセンは、オーストリ

アとともに介入し、ロシアとの交渉

の結果、ポーランドを分割した。 

 

第 2 回目は 1793 年、ポーランドの

立憲君主制制度への動きに対して内

紛が生じ、抵抗勢力はロシアのエカ

テリーナ 2世の支援を求めたことか

ら、ロシア軍が侵攻し、ポーランド

は戦乱状態となったが、当時の選出国王が抵抗戦力と妥協し、戦争を中止した結果、ロシアと

プロイセンによって分割された。この頃、欧州はフランス革命の影響で混乱状態であった。 

 

第 3回目は 1795 年、分割

されたポーランド国内で

分割反対の内乱が起きる

が再び鎮圧され、ロシア、

プロイセン、オーストリ

アによって3分割された。

ポーランドは国土を失

い、国家として地図上か

ら消滅し、国家としての

復活は 123 年後となる。 
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オーストリア領となったガリツィア地方はクラクウ中心とした西域にポーランド人が多く暮ら

し、リヴィウを中心とした東域にはウクライナ人が多く住んでいた。しかし、ガリツィア地方

東域においても、ポーランド人貴族が支配層を構成し、都市では、ドイツ人、チェコ人、ユダ

ヤ人、ルーマニア人などが混住し、商工業などに従事。多くのウクライナ人は農業に従事し、

最下層として支配され農村部に暮らしていた。しかし、オーストリア治世下では州議会が認め

られ制限はあるものも地域自治が与えられていた。 

 

西部ではオーストリアの啓蒙思想の影響を受けたウクライナ人が現れ始め、文筆など文化活動

などする人々が増え、政治意識も持つようになった。リヴィウ大学での講座などによってウク

ライナ民族意識に目覚め、ウクライナ語での出版などがおこなわれるようになった。このよう

な活動が、ロシア領内のウクライナ人にも影響を及ぼした。このようなオーストリアの政治風

土に対して、欧州の辺境にあるロシアは、西欧の模倣によって軍事力は増強されつつあったが、

政治風土は、旧弊的な絶対専制君主制度を堅持し、宮廷では腐敗がまん延し、統治は極めて専

制的であった。ウクライナ人に対しては民族意識の封じ込めとロシアへの融合政策を拡大して

いた。 

 

このようなロシアの圧政に不満を持つウクライナ知識人は、ロシアによるウクライナ語の使用

禁止など文化的抑圧からオーストリア領へ逃れ、ガリツィア地方はウクライナ民族意識復興運

動の中心地となる。リヴィウ大学におけるウクライナ民族意識啓蒙が、国境を越えてロシア領

のウクライナ人にも影響を与えウクライナ人民族意識が広がった。 

 

ソビエト連邦への併合、独立へ 

ロシア帝国は、1904 年に日露戦争、そして、バルカン半島の支配をめぐるロシアとオーストリ

アの対立から始まった第一次世界大戦と混乱が続き、ロシア帝国は疲弊し衰退傾向となり、ク

ーデタ兵士と労働者などによる内乱が発生し、1917 年にロシア革命が起きロマノフ王朝が倒壊

した。王朝崩壊後にブルジョア派の臨時政府とクーデタ兵士と労働者などの体制間で対立抗争

した。 

 

一方、ウクライナでは中央ラーダ政府(コザック時代の自治統治政体)が誕生し、ロシアの臨時

政府と自治拡大を巡って抗争していた。レーニン主導による 10月革命を経て中央ラーダは｢ウ
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クライナ人民共和国｣の創立を宣言した。しかし、ロシア・ソビエト政府はこれを認めず、対抗

してハルキウにウクライナ・ソビエト共和国を樹立し、赤軍を派遣しウクライナを制圧した。 

 

追放されたラーダ政府はドイツと結び、以後3年間にわたり内戦となり、1919 年にはウクライ

ナ社会主義共和国が成立され、1922 年にはソビエト連邦の一構成共和国となった。第一次大戦

後は、西ウクライナはポーランド統治に、東ウクライナはウクライナ・ソビエト社会主義共和

国として、ソビエト連邦の一部となった。ソビエト連邦は、民族共産主義者によるウクライナ

化を認めるようになったが、高まるウクライナ化活動に対して、モスクワは批判的となってゆ

く。第二次世界大戦前、独裁者スターリンの登場でウクライナ・ソビエト主要幹部は追放粛清

された。 

 

スターリンはこの頃、農業の集団化を進め、共産党員による農産物の強制徴発、反対する自営

農家を排除するために処刑、拘留、シベリア・極東への強制移住を強いた。このような強硬策

でウクライナ農村は荒廃し、深刻な食糧不足が生じ、ウクライナ全土で 500 万人が飢餓（ホロ

ドモール）により死亡したとされる。（注：この時の犠牲者の慰霊碑が現在キーウ市内にある）。 

第二次世界大戦における独ソ戦で、ドイツ軍侵攻でウクライナは主戦場となり、戦況不利とな

ったソビエト軍は穀倉地ウクライナを焦土化して後退した。1942 年にスターリングラード（現

ヴォルゴグラード）での独ソ攻防戦で、ソビエト軍は疲弊したドイツ軍に対して反転攻勢し、

大戦勝利へと進んだ。勝利の結果、ロシアはガリツィア地方などを獲得し、同地方はウクライ

ナへ編入された。 

 

戦後、スターリンは独裁体制を強化し粛清統治を進めた。ウクライナ知識人などに対する弾圧

粛清も再開された。また、ロシアは国力強化のために西欧に比べ劣っている工業増強を主とし

た五カ年計画を推進した。しかし、戦争で荒廃した農業に対してはノルマ強化など弾圧重視の

無策により、食糧不足などが起き、ウクライナでは 10万人もの飢餓死者を出したとされる。 
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スターリンは独裁体制に対する批判を封殺し、反スターリン層を逮捕処刑拘束またはサハリン

など極東社会への強制移住を行った。この時期におけるウクライナから極東への強制移住は数

十万人にのぼったとされる。そしてウクライナ・ソビエト幹部層の多くはロシア人によって占

められていた、また、ソビエト連邦有数の工業コンビナート地帯であるドネツクなど東部へロ

シア人の移住が進み、ロシアへの同化策が進められた。スターリンは 1953 年に死去。 

 

ウクライナ、苦節の独立へ 

ウクライナ共産党第一書記だったフルチョフが中央共産党の第一書記となり、民族共和国の治

政を現地の代表に委ねる姿勢へと変化させた。そして 1954 年、クリミア半島をロシアからウク

ライナに移譲、これは中央共産党政権がウクライナへの友好的な動きであるとされている。こ

の頃ウクライナ化が活発になるが、中央共産党の民族政策は規制化へと揺れ動き、1980 年代で

は緩和される。この時期のウクライナ化は、産業など停滞状態にあるウクライナのソビエト連

邦における地位向上が目的である。 

 

1986 年、チェルノブイリ原発事故発生で、共産党は事態の隠蔽を図り、対策は後手に回り、直

接犠牲者数は 4千人以上とされ、間接的なものを含めると犠牲者は数万人と想定される。放射

能は北半球におよび被災は軽いものを含めると数百万人、地域付近での居住は現在も禁止が続

いている。 

 

1980 年代後半、当時のゴルバチョフ書記長は、劣化停滞した政治経済体制の復興を目指し、ペ

レストロイカ（改革）とグラスノスチ（情報公開）を断行するが経済急減速が止まらず､ソビエ

ト連邦の混乱に、構成民族共和国の不安が高まり、ついに 1988 年エストニアが平和裏に独立宣

言した。ロシアなど主要共和国 3首脳は「「ソビエト連邦はもはや存在しない」」と宣言に至っ

た。1990 年に政体を変え、ゴルバチョフはソビエト連邦大統領に就任したが保守と改革派の抗

争が激しさを増し、軍部によるクーデタに加えて、モスクワにおいて反クーデタ派のエリツィ

ンが立ち上がり民衆の支持を獲得した。その結果、ゴルバチョフは政権を引き渡しを決した。

そして、エリツィンがロシア連邦初代大統領に就任した。ソビエト旧構成各国は互いの独立を

認め、ソ連に代わる独立国家共同体（CIS）を創設し各国は連携するとした。この混乱時に、ウ

クライナは 1991 年 8月に独立宣言を行い、念願である独立を果たした。 

 

 

 

[参考、引用]      

(1)  伊東孝之・井上敏夫・中井和夫 ポーランド・ウクライナ・バルト史 山川出版 1998 

(2) 北岡 伸一、 世界地図を読み直す:協力と均衡の地政学 新潮選書 2019 

(3) 服部 倫卓、原田 義也、他 ウクライナを知るための 65章 明石書店 2018 

(4) 黒川 祐次、 物語 ウクライナの歴史 中公新書 2022 

(5) Serhii Plokhy The Gates of Europe: A History of Ukraine Penguin 2016 

(6) 中村 喜和、 和田 春樹、 世界歴史の旅 ロシア  山川出版 2013 
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5. 解説：日本の山・森林について 

 

日本の「山」に関する表現について、奈良県の吉野山地では、山を村落から近く標高が低い順

に「サトヤマ」「ウチヤマ」「オクヤマ」「ダケ」と区分されていた。 

サトヤマ：集落の周囲の斜面にある畑や雑木林 

ウチヤマ：焼畑を行う土地や薪炭林、桑畑 

オクヤマ：材木を調達したり狩猟をしたりする山林 

ダケ  ：最も標高が高い部分で原生林 

出典：佐々木高明『日本文化の多様性』 小学館 2009 年 P126-12 https://tinyurl.com/2awsdrc4  

 

また、森林の「森」と「林」の違いは、下記のとおりである。 

森：「盛り」を語源としていて、人が木を植えなくても自然に木々が「盛り」上がるように 

生い茂っている状態 

林：「生やす」が語源で、人が特定の場所に特定の種類の木が生えるように手を加えたもの 

出典：木がめちゃ生える日本 森の案内人が「今が有史以来、最も茂っている」という理由、 

     YAHOO!ニュース、2019/8/16 http://urx.blue/T6T6  

 (補) 森林：国土面積の67%の内、5割：天然林、4割：人工林、1割：無立木、竹林 

出典：日本の森林分布、森林･林業学習館 https://tinyurl.com/23x5btlp 

  

わが国の地方・地域の太宗の空間場（全国土の約 7割）である森林域（深山・里山）が有効活

用されず、今後は所有権の不明化の進展も懸念される状態にある。近年は、高齢化・担い手不

足により、里山(含む果樹園等)の手入れ不足・放棄が拡大し、林相が変化（若齢林・低林 ⇒ 高 

齢林・高林、倒木・竹藪の拡がり）し、営農条件が悪化したり、 人手が入らない里山や隣接す

る耕作放棄地、庭先果樹の収穫放棄は格好の鳥獣生息域と化し、鳥獣害の拡大を将来している。 

鳥獣害対策を兼ねつつ、平場(農場、まち場)と連携した里山の多面低機能の再活用が待たれる。 

里山：森林の 3割、国土の 2割 

深山(みやま) 



 
 

 

Japa Newsletter 「イノベーション×地方創生」 2022/08/01 ＃29                                        13 

 

6. Blog 仕組みの群像：上田研二氏を偲ぶ 

 

2022 年 5月 15 日、㈱高齢社(2000 年 1月 1日設立)を興し、そのノウハウを余すことなくオー

プンにし、高齢者(定年退職者等)の働く場づくりの支援をしたいと一般社団法人高齢者活躍支

援協議会(略称：高活協)を立ち上げ、高齢者派遣事業の普及に尽力された上田研二さんが亡く

なられた。そして、2022 年 7 月 25 日、高活協主催での「偲ぶ会」が催され、高活協の理事の

一人として出席しました。生前に一緒に活動した思い出の資料や写真等を整理し、追悼記とし

て、ブログにアップしました。 

▼Blog 仕組みの群像：上田研二氏を偲ぶ 2022 年 7月 27 日  

https://shikumi-gunzo.hatenablog.com/ 

 

 

7. ｢Japa 新型コロナウィルス感染症特設コーナー」からの pickup 情報 

https://japa-fellowlink.wixsite.com/website-2   

 

▼随時更新中：COVID-19 関連論文まとめ 2022/07/01 日経メディカル Online 

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202207/564492.html 

 

▼コロナ禍における男女間の雇用動向―日米比較 2022 年 7月 7日 丸紅経済研究所 

https://tinyurl.com/225t644c 

 

▼第５回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査 

令和 4年 7月 22 日 内閣府 https://tinyurl.com/2yqr2lhw 

 

 

8. 読者の声 

 

［読者の声］昭和は遠くなりにけり 第 2話 赤羽町編（王子区 いまは北区）その 8 

線香花火 

線香花火は駄菓子屋で売っていたので、気軽に買ってきては遊んだ。夏の夕方は浴衣になって、

花火は男の子も女の子も一緒になって遊べた。なぜか縁側が多かった。パチパチと火花を散ら

し、燃え尽きる寸前に火の玉となって、ほろりと落ちるのだ。縁側の情景に似合っているが、

30センチくらいの筒状の打ち上げ花火もやってみたいと思った。 

アイスクリーム 

甘党の父はアイスクリームがめっぽう好きだ。歩いて 5～6分の赤羽銀座にその店はあって、耕

太はお使いを頼まれた。アイスキャンディーも売っていたが、アイスクリームに決まっていた。 

アイスキャンディーを横目でみながら、アイスクリームを買ってきた。いまのソフトクリーム

と同じだが、お皿状の容器に盛られ、蓋がついていた。溶けないように急ぎ足で帰った。 
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ボート 

父はボートを漕ぐのが好きで、徒歩 20分くらいの荒川へ耕太とでかけた。荒川は父の実家であ

る吉見にも流れていて、秩父を発して埼玉県の中心部を流れ、東京に入ってからは、隅田川の

支流をもっている。愛着のある川だ。 

墨田川のボートも思い出深い。父と母と耕太の 3人連れで浅草へ出かける。観音様をお参りす

ると、隅田川に出てボートに乗る。時に大型のポンポン蒸気船が来る。すると高波が押し寄せ

てきて、この間父はオールを休める。時に鴎が飛来する。川からの眺めにひときわ高く見える

のが松屋百貨店だった。 

百貨店（デパート） 

やはり百貨店での買い物は楽しいので、母に連れられて行く。 

多いのは動物園のかえりに上野松坂屋（御徒町駅近く）へ立ち寄った。 

次に新宿伊勢丹だ。赤羽から池袋線に乗り、池袋で山手線に乗りかえてすぐだ。 

新宿には鉄道病院があって、何かというとこの鉄道病院へ行った。 

その帰りに寄ることが多かった。池袋は乗換駅ではあったが、見るところはなく下車したこと

はなかった。とにかくいまの芸術劇場方面は広大な原野で、ガソリンタンクが 2基ほどあった。

線路柵のところに木造平屋の鐡道官舎が 3軒ほどあって、子供が柵の処で遊んでいた。ただ、

西武線や東武東上線が入っていて乗換駅だったから将来の発展性は見せていた。 

そして浅草松屋である。規模では一番大きい。屋上を見上げるとケーブルカー走るのが見えた。

屋上は子供遊園地になっていて、さらに 5階にも子供の遊び場があり、いろいろな遊戯施設を

備えていた。 

なかでもビックリするのが風神雷神だ。それからボールを鬼のお腹にぶつけると大きな唸り声

を発して手に持つ金棒を振り上げる。驚かされた。 

4番手は日本橋高島屋だ。冷暖房が完備していて、氷柱はない。屋上にお猿さんの檻があって、

子供が寄り添うに見ていた。ある日、いたずら猿が小さな子の帽子を網から手を出して取り上

げてしまった。猿は帽子を手にして岩の上に登って、泣く子を面白半分に見ていた。 

(作詞・作曲家 高橋育郎) 

  

 

9. Japa 及び連携団体からのご案内 

 

▼第 13回 Japa フォーラムの開催案内 

 開催日時：2022 年 9月 21 日(水) 15：00～17：00  

 論点提起：地域創造的アプローチによる里山の保全･活用 大磯町を事例として(仮題）  

弘重 穰 大磯町産業観光課産業振興係長、東京農工大学博士(農学) 

 開催方式：オンライン開催(Zoom)  

 参加費用：無料  

 申し込み：Japa の HP https://www.japa.fellowlink.jp/ の｢開催案内」を確認の上、   

参加申込(事前登録)をお願いいたします。 
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▼Japa の会員募集  

Japa は、会員［正会員、一般会員］、連携団体を随時募集しています。 

※ 正会員：入会金 1万円、年会費 1万円  一般会員：年会費 3千円 

お問合わせ先：Japa 事務局 info@japa.fellowlink.co.jp 

 

 

10. つぶやき（編集後記に代えて） 

 

世の中の移ろいは早い。学び直し(リスキリング)の課題/テーマが次々とでてくる。メタバース

等々、「資質、勉強が圧倒的に足りない」「何が問題かわからない」ことを日々自覚させられる。

そのような中、そして、コロナ禍拡大中の都心を避け、久しぶりに秩父市で開催された歌舞伎

を観に行った。この伝統芸の世界も、先日のカンブリア宮殿での松竹の社長を聴いていると、

「超歌舞伎」「メタ歌舞伎配信」等々、常に学び直しをしつつ、進化してきていることがよく分

かる。蒸し熱い日々、コロナ感染に備えつつ、まもなくお盆を迎える。稽古照今、何を学び直

すかじっくり考えてみたいのだが、熱い、いま34℃、午後には 37℃、どうなることやら、・・・。 

 

参考：松竹歌舞伎舞踊公演 2022 年 7月 30日 秩父宮記念市民会館 https://tinyurl.com/26ygqvwe 

  エンタメを極めて 120年 ピンチに攻める！松竹 カンブリア宮殿 2022 年 7月 28日 放送 

  https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2022/0728/ 
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