クライストチャーチと
東北を襲った 2 つの地震が
“サステナビリティ ー持続可能性―”
を考えるきっかけに
地震をきっかけに、素人園芸家が東京で四苦八苦しながら、
サステナビリティを意識した生活環境を創造。

By ジョナサン

ウオルシュ

2011 年 3 月 11 日、午後 2 時 46 分、マグニチュード
９の地震が東日本を襲ったとき、東京在住のニュージーラ
ンド人ライター、ジョナサン・ウォルシュ氏は、日本人の
同僚の恐怖に引きつった表情から、これは普通の地震では
ないことを感じました。20 分後、また大きな揺れが襲い、
ある程度日本の地震には慣れていたウォルシュ氏も、恐怖
を感じざるを得ませんでした。
歴史的な巨大地震の後、徒歩で 5 時間かけて東京西部
の自宅に帰ったウォルシュ氏は、その数日後パニック状
態の都民がペットボトルの水、食品、紙おむつなどを買
い漁るところを見ました。ニュースによりだんだんと状
況が明らかになると、東北での死者、負傷者、行方不明
者が 25,000 人、避難生活を余儀なくされ、政府や支援団
体からの物資に頼らなければならない人たちは 340,000
人にのぼりました。
ウォルシュ氏の故郷ニュージーランドの、クライスト
チャーチで起きた巨大地震の 3 週間後に起きたこの東日
本の大地震をきっかけに、ウォルシュ氏のサステナビリ
ティを意識した生活が始まりました。

最初のステップ
最初にウォルシュ氏が心配し
たのは、震災後すぐに東京でも
不足となったペットボトルの水
でした。そこでウォルシュ氏は、
家のベランダに大きなビニール
シートを張り、雨水を採集する
装置を作りました。すぐに、園
芸用と非常用の水を 200 リット
ル貯めることに成功しました。

次に、ウォルシュ氏が考えたのが食糧です。
数ヶ月を費やし、自宅裏庭の 6×1 メートルの土地を、野
菜、草花、ハーブを植えるためのガーデンに作り変えまし
た。そこで育てた野菜は、しばしばウォルシュ氏の食卓に
のぼりました。ただしウォルシュ氏は、より大きなガーデ
ンに着手したいと考えていたのです。奥様に共同農園の申
し込みを頼み、それが受理されました。3×5 メートルの
区画を年間 5,000 円で借りることができたのです。これ
で、サステナビリティ確保への次のステップへの準備が整
いました。
震災のちょうど 1 年後に共同農園での農作業が始まり
ました。共同農園を借りている人たちは、そろって土を耕
し、草花を植えました。すぐに、種から芽が生え、苗が育
ちました。茄子、ジャガイモ、きゅうり、トマトなどが共
同農園でもっともポピュラーな野菜です。共同農園が活気
付くのは主に週末と朝の静かな時間帯です。ウォルシュ氏
も朝早くに農園を訪れ、農作物に水を与えます。農園を訪
れる人たちはとても親切で、野菜を分けてくれたり、アド
バイスを提供したりしてくれます。園芸初心者のウォルシ
ュ氏にとっては、大きな助けとなりました。

Resources

ベランダの雨水採集装置

> How to Set Up a Rain Collector
> How to Grow Plants in Pots
> Feeding the Future
> Starting a Community Garden
> Square meter gardening
> Rooftop gardens

More Ideas
園芸でコミュニテ
ィを豊かにするい
ろいろなアイディ
アは、7 ページを参
照してください。

「食糧を作るのに、必ずしも庭や土地は必要ではない。
」
共同農園のウォルシュ氏の区画では、野菜が力強く育ち
始めました。2～3 日に一度、袋いっぱいの緑葉野菜、ラ
ディッシュ、きゅうり、バジル、しそ、ミント、ジューシ
ーなトマトを収穫しました。9 月までに、チェリー・トマ
ト 1,600 個。 レタス 40 玉、きゅうり 45 本、その他の葉
野菜、合計 475 食分の野菜を収穫することができたので
す。
「5 月に入った時点
で、野菜が急に育ち
始めました。4 月中旬
に植えた小さい苗
が、5 月にはトマトを
付けた 1.5 メートル
ほどの木に育ってい
ました。レタスも 50
センチほどの大きさ
になっていました。」
とウォルシュ氏は言
います。
「自分たちで
食べきれない作物
は、私や妻の両親、
友人、隣人、職場の
人たちにも配りまし
た。それでも余った
野菜は、ジュースに
しました。そのように、食糧をシェアできるということは
喜びです。特に、それが健康によいものであればなおさら
です。」
健康によく、味も抜群の野菜を食べられること自体すば
。
らしいことですが、自給することで、ウォルシュ氏の家計
実際ウォルシュ氏は、健康によい食物をこんなに簡単
にもよい影響が出始めした。
植え付けを始めてから 8 週間
に、しかも早く育てられるとは、想像も
で、ウォルシュ家では葉野菜を店で買うことがなくなり、
していませんでした。小さな野菜であれ
7 月はじめには、トマトも自給できるようになりました。
ば 3 週間で育ちます。
ウォルシュ氏はマーケットで買う野菜はブロッコリだけ
で、あとは全て農園で育てています。
鉢や箱にレタスやジャガイモを育てることもできます。農
作物を育てるのに畑や大きな土地は必要ありません。「東
京の限られた土地事情も気にすることはありません。育て
られる空間が小さければ、想像力を働かせればいいので
す。
空間が小さければ、想像力を
働かせればいいのです。むしろ
その方が楽しみが増すと考え
たほうがいいでしょう。屋上や
物置の上で鉢やプランターを
使ったり、壁掛け型や天井から
吊るすタイプの鉢を使ったり、
ちょっとしたアイディアで育
てることができるし、もちろん
ベランダがあればそれで十分
です。」とウォルシュ氏は言い
ます。

ベランダで育つレタス

インターナショナルスクールでの栽培プロジェクトか
ら、新しい農業ビジネスが生まれる
東京港区の Tokyo International School は、2012
年 10 月より園芸指導員としてジョン・ウォルシュ氏を
任命し、屋上の花壇を菜園に作り直し、さらに校内に
鉢を設置し作物を植えることで、教員と生徒に都会で
の農作業の面白さを伝えることにしました。ウォルシ
ュ氏の目標は、教員スタッフ、生徒とその保護者に、
自分で食物を栽培することで自身の健康と周りの環境
を改善するための知識を提供することです。10 月初め、
ウォルシュ氏の指導により、ほうれん草、レタス、チ
ンゲン菜、水菜、ラディッシュ、小松菜、高菜など、
13 種類の種が学生により屋上農園に蒔かれました。

作業前の TIS 屋上農園

ウォルシュ氏は、校内最上階に設置した GroRack の棚
に置いたプランターに、8 種類の異なる種を蒔きました。
また、3 クラス、計 60 人の生徒に、窓に設置したプラン
ターに種を植える方法を実演して見せました。11 月 15
日には、屋上農園（以下参照）で育てた野菜の収穫を行
い、その「Pick-Your-Lunch（ランチの収穫）」のイベン
トでは、約 50 名の生徒と教員が、無農薬で作られた新鮮
な野菜を各自で収穫し、美味しく食べることができまし
た。2013 年には、他の学校や会社での屋上農園を広めよ
うとウォルシュ氏は計画しています。

6 週間後、約 50 名の生徒と教員が、
ほとんど無農薬の新鮮な野菜を各自
で収穫し、美味しく食べることがで
きました。

ゼロフードマイレージのラ
ディッシュ

「将来のために、今、サステナビリティを考えよう。
より多くの人たちがその意識を持つことで、
皆がよりよい生活を送ることができるから。」
「キッチンから手を伸ばして、GroRack にある好きな
野菜を収穫すれば、健康によい自家製のサラダを簡単に
食べられます。」とウォルシュ氏は言います。
「利点はたくさんあります。まずフードマイレージ（食
物運搬距離）はほんの数メートルになります。化学薬品
はまったく使われていませんし、自分で育てれば食費を
抑えることもできます。食品がすべてパッケージに包ま
れて家庭に届くのではないことを子供に見せることが
できるのも大きな喜びです。」
4 月の後半、ウォルシュ氏は作物の種類をより多くす
るための、「1 平方メートルチャンレンジ」に着手しま
した。このチャレンジの目的は、1 メートル四方の農地
を 25X25 センチに区切り、各区画にさまざまな種類の
野菜の種を植え、収穫量を倍増させることでした。結果
は、大成功でした。たったの 4 週間で、ほうれんそう、
レタス、みすな、大根、人参、しそなどが急速に育ちま
した。
「この方法なら、屋上やベランダでの栽培に最適です。」
とウォルシュ氏は言います。

1 メートル四方の土地で 4 週間
さまざまな野菜やハーブを育てる

ウォルシュ氏の野菜栽培の動機はなんだったので
しょう。「一度大きな地震に見舞われると、安定した
生活が一瞬にして壊され、食料品と水が不足します。
そんな時、家族が困らないようにしたいのです。もう
ひとつの理由は、天候です。天気が変わりやすくなる
と、農作物が不足しがちになりますが、そんなとき、
可能なかぎり自分で食糧不足を補えるよう普段から
準備しておきたいのです。自給自足すれば、その両方
を解決できます。」とウォルシュ氏は言います。
「都会
に暮らしながら野菜を育てることは、ただ毎月給料を
持って帰るだけではなく、実際に食糧を育てるところ
に意義があります。」
サステナビリティを考える場合、災害直後に何が必要
かを見分けることが大事であるとウォルシュ氏は言
います。それを判断したうえで、どのようにそれを確
保するかを考えます。「食料品と水は不可欠です。そ
の他は二の次です。」とウォルシュ氏は考えています。
「いま自給自足を考えておくことで、そのときになっ
て後悔せずに済みます。」

都会での食糧生産
家庭での食糧自給自足率向上を目的とした、より安
全で健康的かつ環境にやさしい生産手段はあるので
しょうか。ウォルシュ氏は、「上」を見るべきだと主
張します。都市の人口が増加し、都市開発が進んで農
地が姿を消していくなか、ビルの屋上での栽培による
食糧生産が、生活の維持を考えたうえではこれからの
手段ではないかとウォルシュ氏は考えます。

「農薬を使わずに自分で育てたトマト、
きゅうり、しそやハーブの味は最高」

ウォルシュ氏は、ニューヨークのブルックリンにあ
る屋上農園を例に挙げました。この Eagle Street
Rooftop Farm は、3 階倉庫の屋上を使った、6,000
平方フィートの有機野菜農園です。
Eagle Street Rooftop Farm は、屋上農園の活用方
法を広めるための都市型農園モデルケースとして運
営されており、近隣の小規模コミュニティがサポート
する菜園プログラムを提供したり、マーケットを運営
して、地域のレストランなどにも農産物を提供したり
しています。日本にも、東京の表参道農園があります。
Eagle Street Rooftop Farm よりもスケールと包括
性では劣るものの、同様の機能を果たす都市型屋上農
園です。
十分な安全対策を講じたうえで運営すれば、より大
規模な屋上農園をどの都市に作ることも可能である
とウォルシュ氏は考えます。これにより、これまで地
方のみで可能であった大規模な食糧生産システムが、
都市においても機能することになります。

来の食糧事情を需要にあわせ
ることは重要です。
ウォルシュ氏は、過去の手法
を将来の食糧事情を需要にあ
わせることは重要です。
ウォルシュ氏は、過去の手
法を取り入れることも念頭におく必要があると考え
ています。「各家庭の庭、共同農園、大規模な屋上農
園、使用されていない駐車場、その他の空き地を利用
した総合的な戦略が必要ではないでしょうか。言い換
えれば、生産地を消費者に近づけて、ローカルに考え
るということです。」とウォルシュ氏は言います。氏
の考え方は、個人が消費者の立場から、生産者、提供
者の立場に移行するよう働きかけることです。「個人
がいま問うべきことは、自分の住んでいる地域に何を
提供できるかです。食糧生産から始めてはいかがでし
ょう。小さな農地を使った栽培でも、大きな結果を得
ることができます。」とウォルシュ氏は言います。

自然界では、工場で作られるものは
小さな努力が大きな結果へ

なにもない

世界中の重要資源は、常に消費されています。わた
したちは、資源の消費量を減らす努力を行うのはもち
ろん、生産者および提供者となって、還元していく方
法を考えるべきであるとウォルシュ氏は言います。
生産者よりも消費者が多ければ、必然的に重要資源が
不足することになり、資源をめぐる争いが勃発するの
は明らかであるとウォルシュ氏は主張します。
「実際、
これはすでに起こっており、われわれが予測するより
早く、この状況が先進国でも起こりうるのではないで
しょうか。いままでは、ただ下水道に流れ込んでいた
雨水を貯めて活用することで、水道水の消費量を削減
することができます。同様に、食糧を自分で生産する
ことにより、それがどんなに少量でもその分だけ依存
量を軽減できたことになり、遠距離からの食糧の運搬
量を減らすことでフードマイレージや公害の削減に
もつながります。小さな努力が大きな結果となるわけ
です。」

仕事、家庭、農園をバランスよく保つのは簡単では
ありませんが、ウォルシュ氏にとって農作業の楽しみ
は、仕事帰りに共同農園に立ち寄り、袋にハーブや野
菜を詰め込み、1 時間以内にそれらが食卓にのぼるこ
とです。「1 日を締めくくるのに、それ以上すばらし
いことはありません。」とウォルシュ氏は言います。
「農薬が含まれていない、自家菜園育ちのトマト、き
ゅうり、しそやハーブの味は最高です。それはまさに、
食事の楽しみです。毎日が喜びです。都会での野菜栽
培がこんなに面白いとは考えてもみませんでした。栽
培したものを食べること自体、五感を刺激します。東
京のような大都市でも、このように食糧生産が可能で
あることを改めて実感しています。」

共同農園のウォルシュ氏の区画で育つトマトときゅうり

「自然界では、工場で作られるものはなにもない。
健康によい食事のことを考えれば、人間だって。」

化学薬品を含んでいない食品は、健康に大きな変化を
もたらします。商業ベースで生産された食料品の摂取を
最低限に抑えることで、体内に入る有害物質を低減でき
るからです。「食糧の目的は、滋養供給と健康維持です。
それなのに、食品などに含まれる有害な物質により、私
たちは不健康になっていくだけでなく、癌などの食生活
から起きる病気で命を落とすこともあります。一部の農
地から有害な肥料が湖や川に流れ込んでいる現状も無視
するわけにはいきません。」とウォルシュ氏は憂慮しま
す。
「食生活からくる病気は大きな問題です」とウォルシ
ュ氏は言います。今日の食糧事情を考えると、有害物質
を完全にシャットアウトすることは不可能です。しかし、
可能な限り自分で生産することで、個人レベルでそれを
最低限に抑えることは可能です。
「まず、食卓になにを乗
せるかを考えることが第一です。基本に戻りましょう。
自然界では、工場で作られるものはなにもありません。
健康によい食事のことを考えれば、なにもかもを工場で
作るべきではありません。」とウォルシュ氏は言います。
「食糧生産は商業ベースだけで行われるべきではな
く、個人も参加すべき重要な問題です。」とウォルシュ氏
は続けます。
「文化背景や地位にかかわらず、私たちは食糧を買うた
めに働きます。自分で食糧を生産することで、賃金だけ
のための労働という概念を多少でも和らげることができ
ます。食糧供給の依存性を少しでも軽減し、供給をコン
トロールできれば、優位な立場を形成できます。結局、
食糧は、空気と水に次いで生活に必要不可欠なものなの
ですから。食費を下げてより健康的な食事を楽しめるわ
けですから、一挙両得です。究極を言えば、災害や干ば
つなどがあった場合に、自給自足できなければ、生死の
問題になりかねません。」

今後のウォルシュ氏の目標は
何でしょうか。都市での農作業
を継続し、他の人たちにも食糧
生産を推奨していくことです。
「いまは何もない屋上が都市型
農園に変身し、その建物の住人
に食糧を供給できるようになっ
たら、すばらしいことです。化
学薬品の使用を軽減あるいは排
除して、土壌管理を完璧に行え
ば、それはまさにグリーン改革
と呼ぶにふさわしい環境です。
食糧を他からの供給に頼ること
なく、環境にもやさしいこの方
法で、皆が健康になれるわけで
す。」

耕す

共同農園の割当て区画の管理

基本的には、“時間と責任感”
以下は、基本的なステップです。
計画
割当て区画に日が当たる時間を確認（回りの建物で日
が遮られることもある）し、日照時間、天候、土壌など
に応じて、植える植物を決めます。
土の準備
土を耕し、石灰、肥料などを適宜混合し、ミネラルな
どの栄養素を補給します。
植え付け
種や苗を植えます。
育成
種が発芽し、苗が育ってきたら、忘れずに水を与えま
しょう。狭い区画では、若菜や苗を踏むことがよくある
ので、気をつけましょう。
維持管理
春から夏にかけて、植物は急速に育ちます。雑草を取
り除いたり、水を与えたり、余分な葉を落としたり、枝
を結んでまとめたり、また必要に応じて種や苗を追加し
ます。そして最大の楽しみである収穫が待っています。
この時期は、毎日農地を訪れ、維持管理を怠らないよう
にしましょう。

TIPS
１

まずは、シンプルに。あまり多くを一度に植えないように

２

予備知識が必要。事前に本などで基本的な知識を得て、何

３

種を撒くよりは、苗から始めたほうが早く収穫できます。

しましょう。
が必要かを知りましょう。
苗は、植木屋さんで 4 月ごろから販売されます。種は、1
年中購入できます。

４ 早春のうちに、室内で種を発芽させておくのもよいアイデ
ィアです。
５ 生産量や収穫高を上げるには、一度収穫した後に、シーズ
ン中であれば、もう一度種を植えることもできます。

Contact ジョナサン ウオルシュ
e-mail: info@businessgrow.net

共同農園で育つ農作物

収穫

その他の可能性
都市での園芸や農作業が、コミュニティにどのような利益をもたらすかを別の角度から検証

地域の飢饉をなくす
先進国の地域社会における飢饉は避けられます。

農園設置事業
会社敷地内で収穫した作物を会社の利益とすることがで
きます。

大規模な都市型農園は比較的簡単に作ることができま
す。日が当たる場所であれば、ほとんどどこにでも農園
を作ることができ、貧困層やホームレスの人たちに食料
を供給できます。これは、地域社会にふたつの利益をも
たらします。ひとつは、利用されていない土地の利用、
もうひとつは食糧を必要とする人たちへの食糧の提供で
す。
閉鎖された駐車場、空き地、利用されていない野原な
どを農地として利用できます。使われていないプールで
さえ、利用可能です。

Eco 起業家は、農園設置事業を設立し、顧客企業の屋上に
農園を作るサービスを提供することができます。農園設置会
社は、土地所有者より許可を得て契約企業のための農園を設
置（契約企業ごとに分かれた農園区画を設置）し、設置サー
ビス料を契約企業から徴収します。農園管理費などを追加で
定期的に徴収することも可能です。契約企業の社員で興味が
ある者は、参加費を払い、休憩時間や昼休みに自分の会社の
区画を耕して栽培し、収穫した野菜などを自分で消費する
か、または販売できます。

農園はそれほどお金をかけずに比較的手軽に作ること
ができます。その産物は、皆で分け合うことができるの
です。地域で共同農園を作り、登録者が順番で世話をし
たり、皆でなにを育てるかを決めたりできます。手入れ
の行き届いた農園には賞を授与したり、経験者が子供た
ちに農業を教えたりすることで、子供たちが一生続けら
れる農業の知識を身に付けられることも重要なポイント
です。

同様に、農業に興味がある社員が所属する会社の土地所有
者に交渉し、会社屋上に農園を設置することも考えられま
す。土地所有者に設置料金を払うようにすれば、交渉もうま
くいくかもしれません。
許可されれば、社員は屋上に農園を設置し、会社または個
人で消費する食糧を生産できます。使われていなかった屋上
を有効利用できるわけです。産物が会社の利益となる可能性
もあります。逆に、ビルのオーナーが屋上農園を設置し、ビ
ルを使用している会社や社員に区画を貸すことも可能です。

食糧生産についての 14 のアイディア:

>> Feeding the Future

