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「世界の賢人たちが語り合う未来」
 

中部大学教授　林　良嗣

< １．環境問題の認識と対応の変遷 >

まず，20 世紀後半以降の環境問題にかかわる認
識と対応を概観したいと思います。1962 年に海洋
学者レイチェル・カーソン女史が，著書『沈黙の
春』によって DDT など化学物質の汚染のリスクを
初めて明らかにしました。その 10 年後の 1972 年
に，1968 年に発足したローマクラブの第一号レポー
トである『成長の限界（The Limit to Growth）』が
出版され，世界 30 ヶ国語に訳され，300 万部が読
まれました。発刊の翌年に石油ショックが起こり，
人口成長と食糧の乖離が人類の大きなリスクであ
るとの認識が普及しました。
『成長の限界』までは，環境問題というのは公害

だったわけです。1972 年に四日市公害裁判があり，
大気汚染に起因する気管支喘息は立地する企業の
共同不法行為であるという判決が出ました。これ
により，環境基準を上回ると罰せられることとな
り，企業は脱硫装置等を設備したほうが罰金や操
業停止によって被る費用よりも安くなり，最新設
備購入へと行動を 180 度転換しました。

80 年代になると，国連の開発と環境に関する委

員会（後にブルントラント委員会とノルウェーの
元首相の女性の名前を取って付けられた）が，発
足します。ここで忘れてはならないのが，ローマ
クラブが果たした役割です。初期のメンバーの１
人，大来佐武郎が，ローマクラブが警告を発し
ても，NPO では何の権限もないので，国連が乗
り出し，各国の政府に義務を課すことをすべきだ
と訴え，日本政府から国連に提唱して，この発
足にこぎつけました。大来がいなければ，レポー
ト「Our Common Future」 も な く，「Sustainable 
Development」の概念も生み出されなかったのです。

88 年に国連気候変動に関する政府間パネル IPCC
が発足，92 年の地球サミットで気候変動の枠組条
約と生物多様性条約締約国会議が採択されて，気
候変動の方は COP3 で京都議定書が，生物多様性
の方は COP10 で名古屋議定書が，それぞれ日本で
採択されました。

気候変動のほうはカンクン会議のときに，日本
が京都議定書から脱退し，議長国であった日本が
ぶち壊すとは何事かと反感を買うことになってし
まいました。日本が代替となる２国間ルールを提
唱したものの，そのプレスコンファレンスを開催
しても，各国のマスコミには来てもらえない状況
でした。2015 年の COP21 においてパリ協定が合意
され，ずっと混乱していたものをもう１回ここで
やり直すこととなりました。

そして，ここ数年，大気汚染問題はもう終わっ
たかと思っていたら，中国，インド，そしてパリ
などでも PM2.5 等が起こっています。

定時総会

「環境問題」認識の変遷

1962 「沈黙の春」レイチェル・カーソン著（米国海洋生物学者）
1972.3 「成長の限界」ローマクラブ
1972.6 「宇宙船地球号」国連人間環境会議＠ストックホルム

→「人間環境宣言」＋「人間環境のための行動計画」UNEP 設立
1972.7 「四日市公害裁判」
1987 　「われわれの共通の未来」国連「環境と開発に関する世界委員会」

（ブルトラント委員会）→「持続可能な開発」の理念を打ち出す
1988 　「気候変動に関する政府間パネル」ＩＰＣＣがＵＮＥＰと世界

気象機関の提唱で発足
1992 　「地球サミット」＠ブラジル→「リオ・デ・ジャネイロ宣言」

・・・環境と開発に関する国家と個人の行動 27 原則
「アジェンダ２１」・・・その行動計画
「気候変動枠組条約」採択（1994.3 発効しＣＯＰ開催）

1997.12 「気候変動枠組条約京都会議（ＣＯＰ３）」→京都議定書採択
2005.2 「京都議定書」発効
2007.2 ＩＰＣＣ第 4 次レポート発表
2010.7 「生物多様性条約名古屋会議（ＣＯＰ 10）」→名古屋議定書採択
2015.12 パリ協定
現在 再び，PM2.5 など大気汚染
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＜ 2. ローマクラブの設立とメンバー＞

ローマクラブは，タイプライターのオリベッティ
の副会長アウレリオ・ペッチェイが何か行動を起
こさないと危ないと言いだしたことが発端です。
彼は学者ではなく，民間人で，若いときは，ファ
シスト打倒のために地下に潜った闘士でした。そ
の後フィアットに入り，南米に派遣されました。
彼はものすごいマネジメント能力があるので，見
事にマーケットをつくってしまいました。

ペッチェイは，世界の人口は発展途上国を中心
に指数関数的に増えていくが，食糧は増産しても
直線的にしか伸ばせないので，近い将来に人類は
危機に陥ることを直感しました。ローマクラブは，
資源の枯渇，公害による環境汚染，途上国の爆発
的人口増加，軍事技術の高度化による大規模破壊
など人類の破滅的問題（The Problematique），そし
て，世界の現実の問題を洗い出し真の根源に迫る
ことをミッションとしたわけです。68 年にローマ

で発足し，その後本部がハンブルクに移り，現在
はスイスのヴィンタータールにあります。

メンバーは，発足当時は 50 人ぐらいしかいな
かったらしいのですが，今は 100 人。元大統領や
元首相などの政治家，ビジネスのリーダー，そし
て学識経験者がそれぞれ３分の 1 くらいの比率で
す。現在の共同会長はアンダース・ウィクマンと
エルンスト・フォン・ワイツゼッカー。名誉会員
であった，ミレニアム宣言で有名な故リヒャルト・
フォン・ワイツゼッカー元大統領の甥に当たる人
です。

アレキサンダー・リコタルというメンバーも
います。ゴルバチョフの政権の最後の報道官です。
ゴルバチョフも名誉会員です。会員は圧倒的にヨー
ロッパ出身者が多く，アフリカは７人，アジアは
５人しかいません。

2015 年の新メンバーのうち，野中ともよさん
と私の２人は日本人で，小宮山宏先生は私どもよ
りも３年ぐらい前にメンバーになっています。ワ

<ErnstvonWeizsaecker 作成 >

アウレリオ・ペッチェイ他二人のローマクラブ
創設者。地球と人類の将来に対する主要な懸念

に関して一致協力した。

 アウレリオ・ペッチェイ1908－ 1984	 アレキサンダー・キング1909－ 2007	 エドゥアルド・ペステル1914－ 1988
	 出典 :	lastcallthefilm.com	 出典 :	whitehead-family.ca	 出典 :	Niedersachsen.de

ローマクラブ (Club of Rome): 歴史

–‘68：アウレリオ・ペチェイ（オリベッティ）が提起

–‘68 年 4 月：ローマで初会合

– 背景：天然資源の枯渇，公害による環境汚染，途上国の爆発的人口増加，軍事技
術高度化による大規模破壊力

– 世界の現実の問題の真の根源に迫ること

– フルメンバー：世界の政治，ビジネス，学術の分野から地球社会の持続性に貢献
する 100 名（現会長：エルンスト・フォン・ワイツゼッカー；フルメンバー：ジ
ョセフ・スティグリッツ，アレキサンダー・リコタールら）

– いかなるイデオロギー，国にも偏しない

– ゴルバチョフ，リヒャルト・フォン・ワイツゼッカーなど：国家元首退任後にメ
ンバー（後に，名誉会員）

– 日本人３名：小宮山宏，林良嗣，野中ともよ（アジア計 5 名）

<ErnstvonWeizsaecker 作成 >

2012 年以来の共同会長：アンダース・ウィクマン，
エルンスト・フォン・ワイツゼッカー

アンダース・ウィクマン エルンスト・フォン・ワイツゼッカー
元欧州議会議員 ! 元ドイツ連邦議会議委員・環境委員長 !

歴代日本人メンバー
元メンバー：

• 大来佐武郎，元ローマクラブ常任委員（のちに外務大臣）
• 小林宏治（NEC 会長）
• 丹下健三（建築家）
• 大島恵一（東京大学教授／原子力工学）
• 茅陽一（東京大学教授／電気工学）

名誉会員：
• 緒方貞子（元国連難民高等弁務官／前 JICA 総裁）
• 池田大作（思想家）
• 松浦晃一郎（元ユネスコ事務局長，中部大学客員教授）

現フルメンバー：
• 小宮山宏（三菱総研理事長／東京大学第 28 代総長 / 化学工学）
• 野中ともよ（Executive Com 委員／ NPO GAIA イニシアティブ代表／元

NHK アンカー）
• 林良嗣（Strategic Com 委員／中部大学教授／世界交通学会会長／土木工学）
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ケナゲルはエコロジカルフットプリントの概念を
発明した人です。スティグリッツは，皆さんご承
知かも知れませんが，貧困や格差を基軸に経済学
を展開しているノーベル経済学賞受賞者で，宇沢
弘文さんにも非常に影響を受けた人で，市場原理
主義者のフリードマンというシカゴ学派の代表に
真っ向から反対しています。リッターは民間人で
チョコレート王と言われていますが，非常に環境
のことについて造詣が深い方です。

＜ 3. システムダイナミックスによる『成長の
限界』シミュレーション＞

アウレリオ・ペッチェイは非常に深い思想家で
す。論理で訴えていくのですが，世の中の人に分
かってもらうには，きちんとデータで示さないと
いけない。そこで，シミュレーションができる人
探し，システムダイナミクスのソフトを開発して
いた MIT のフォレスター教授と助手，大学院生に
分析を依頼しました。

さて，『成長の限界』ってどんな分析をしたのか。
当時，60年代に途上国で爆発的な人口増加が始まっ
たのです。ところが，当時までの研究者は，ほぼ
100％が先進国の大学の先生だったため，指数関数
的に人口が成長することを，全然イメージできな
かったのです。子どもの身長が毎年１センチ伸び
るような線形的成長をイメージしていました。

ところが実際は，池に蓮の葉っぱが 1 日目に１枚
見つかった。２日目に行ったら２枚。３日目に行っ
たら３枚かと思ったら，４枚だったのですね。それ
ぞれが２倍になりますから。29 日目に行ったら池
の半分を占めていたが，まだ危機に気づかない。
そして，翌日，30 日目に行ったら全部が覆い尽
くされていて万事休す，こういうことが起こった
わけです。

この例に示すように，地球，人類社会というのが
どこかで一挙に破たんに向かって進んでしまうこと
を心配したのです。『成長の限界』の本にも書かれ
ていますが，ダブリングタイムをきちんと意識する

<ErnstvonWeizsaecker 作成 >

2015 年以降の新メンバー

 マティス・ワケナゲル博士 ジョセフ・スティグリッツ教授 アルフレッド・リッター
 エコロジカル・フットプリント ノーベル経済学賞 「チョコレート王」

 野中ともよ 林良嗣教授
 GAIA イニシアティブ代表 世界交通学会会長

<ErnstvonWeizsaecker 作成 >

『成長の限界』シミュレーション・チーム
著作は大ベストセラーに (33 カ国語，300 万部超 )

ヨルゲン・ランダース，ジェイ W. フォレスター，ドネラ・メドウズ，デニス・メドウズ，ウィリアム・ベーレンス
出典 : raunerlibrary.blogspot.com

直線的増加 vs. 幾何級数的増加

出典：メドウスら「成長の限界」

幾何級数的成長の数学

• 大部分の人々
– 成長過程を線形過程として考える
– 毎年１センチ身長が伸びる子供→線形的成長

• 池の水蓮の成長
– 一葉は，小さな面積しか占めない→刈るのを

怠る
– 毎日２倍の大きさになる
– 29 日目で池の半分に→もう手遅れで，30 日

目で池全体を完全に覆い尽くす
• 倍増期間（doublingtime）を意識する
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必要があると。放射能だと半減期で，その逆になる
わけですが，これが重要だと訴えているのです。

『成長の限界』のシミュレーション結果の図を見
ると，人口（赤色）がずっと上がっていくが，ど
こかですとんと落ちる。食糧（緑色）は追いつか
なくなって，食べられなくなって人口が落ちてい
くと。なぜか？　人口が 2 倍になっても，太平洋
と大西洋を２つは造れません。すると，食糧増産
には，木を切り倒して荒れ地を開墾して，畑や田
んぼにする以外に手はないわけです。それでも，
直線的にしか増加しないので，どこかでものすご
いギャップになることを示しているのです。

「成長の限界」は，ダブリングタイムを分かりや
すく説明しています。1650 年は地球の人口は５億
人で，年成長率 0.3％で増えていた。すると，倍増
するのに 250 年かかり，1900 年に 10 億人になる。

ところが 1970 年，彼らがシミュレーションを
やったときは 36 億人でして，成長率は 2.1％。つ
まり，彼らのシミュレーションはおよそ 33 年で倍
になるという結果で，現在 77 億ですから彼らのシ

ミュレーションが大体当たっています。

<4. 国連ブルントラント委員会 >

さて，環境と開発に関する世界委員会。通称「ブ
ルントラント委員会」についてです。大来佐武郎さ
んが環境庁懇談会を通じて，日本政府から提案し設
置されました。今，『成長の限界』でシミュレーショ
ンしたようなことをどうしたらいいかということ
を国連の組織の中でやってほしいと提案したのです。
将来世代のニーズを充足する能力を損なうことなく，
現在の世代のニーズを満たすような人類社会の進歩
という，Sustainable Development の概念が出ました。
それまでは，経済を進めると汚染が出てきて，経済
と環境というのは相反すると考えられていました。

委員会予算 600 万ドルの３分の１を，中曽根首相
が出そうと言ったのです。ブルントラント委員会が
８回ぐらいあって，最終回はロンドンですが，その
直前の会を東京で開催しています。そこで中曽根は

「日本がここまで経済発展させてもらったというこ
とで，今度はわれわれが世界の正常な発展のために
尽くす番であるということ」と言いました。

それで，ストックホルム会議というのがあって，
ここで世界が一丸となって環境保全に取り組むと。
経済大国日本が世界の環境保全に果たすべき役割は
大きいということを大来佐武郎が言ったのです。

ところが，この後，日本もバブル経済に入り，
ちょうどそれはサッチャー・レーガンの時代です
が，彼らはローマクラブが大嫌いだったので，ひっ

Limit to Growth
-System Dynamics Simulation-

システムダイナミックスによる世界モデル
• 人口増加，工業化，汚染の相互関係

• 世界人口

–1650 年：5 億人，年成長率 0.3％→倍増期間：250 年

–1970 年：36 億人，年成長率 2.1% →倍増期間：33 年

– 平均寿命：1650 年には 30 歳，1970 年には 53 歳

– 出生率上昇，死亡率低下（医学，公衆衛生技術の進歩，食糧生
産の新しい分配法）

–1970 年→ 30 年後の 2000 年には，70 億と予想

– 死亡率低下が継続すると，60 年後には現存の人１人に対して，
４人存在する。

ブルントラント委員会
– 大来佐武郎は，そのローマクラブの経験から，「環境と開発に関する世界委員会」

を環境庁懇談会を通じて，日本政府から提案
– 人口，エネルギー，工業発展，食糧，国際貿易というように，大きく環境に影響を

及ぼす分野の中で環境を位置付ける
– メインテーマとして，「将来世代のニーズを充足する能力を損なうことなく現在の

世代のニーズを満たすような人類社会の進歩」への取り組みとして，持続的開発
(Sustainable Development) が据えられる

– 委員会の予算 600 万ドルの大部分は各国の拠出金であったが，日本がその３分の 1
を出して支援したことは，ブルントラント委員長の高い評価を得た。（中曽根内閣）

– 大来は，「72 年のストックホルム会議では環境問題は先進国の公害問題としてのみ
考えられていたのが，今や先進国，途上国を問わず世界が一丸となって環境保全に
取り組むことが強く意識され，経済大国日本が世界の環境保全に果たすべき役割は
大きい」

以上。林良嗣「環境研究」最終号，2017 年 1 月より
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くり返されてしまいました。

<5. 都市成長の限界 >

都市の成長にも限界があります。これは，都市
のトータルの人口じゃなくて，空間の内部の人口
配置とか交通システムに非常に問題があるという
ことです。

１枚目の写真は，私が撮った 1993 年９月３日
の『バンコクポスト』の記事です。この男の子は
朝の４時半に都心から 20 キロぐらいのところの停
留所でバスを待っている。この子の学校は都心に
あって，８時半にスタートする授業にするために
は，この時間に出発しないと間に合わないのです。

当時，私ども JICA プロジェクトの調査による
と，バンコクでは１日の通勤時間が８時間を超え
た人が１割に達し，究極の大渋滞が発生していま
した。成長の限界で，地球全体の人口のこともも
ちろん重要なのですが，私は空間分析の専門家と

して，このようなことも重要だということをロー
マクラブで盛んにアピールしています。この前も
ワイツゼッカー会長宅へ泊まり込みで，今年創立
50 周年を迎えるローマクラブは何をすべきかを
２人でいろいろ議論したところ，都市のスプロー
ルやモビリティの重要性に大変興味を持って頂き，
今では色んな場面で強調されるようになりました。

２枚目の写真の奥に見える白い建物が泊まって
いたホテルで，私が車を降りてこの写真が撮って
戻れるくらい全く動いていません。ホテルからこ
こまで，わずか 300 メートルぐらいなのに，１時
間半かかりました。究極の大渋滞です。

その大きな原因は，鉄道の軽視。バンコクは市
内だけでも 600 万人と，東京 23 区の 800 万人と変
わらない程ですが，長距離鉄道が３線あっても１
時間に１本走しか走らず，意味がない。

その結果，東京都と比べて，所得が低い段階から
乗用車保有率がどんどん高くなってしまいました。

ちなみに現在，東京 23 区に通勤する人の 9�％
が鉄道を使い，あとの６％が車，自転車，徒歩です。
しかし，当時のバンコクでは鉄道利用は１％もな

バンコク（１）
都市化とモータリゼーションの段階認識

個人所得 vs. 自動車保有率

道路インフラ供給 vs. 自動車保有水準
vs ピーク時間帯の速度

空間情報が必要となる

『成長の限界』を嫌った人たちもいた

ロナルド・レーガン : 「成長の限界と
いったようなことはありえない」この
言葉はとても人気を博した (1983)

サッチャーのレーガンに対する言葉 : 
「彼以外の人々は成長の限界しか見な
かった。彼は停滞する経済を機会をも
たらすエンジンに変えた」(2004, 訃報
へのコメント )

<ErnstvonWeizsaecker作成>
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かった。
当時のバンコクは，『都市の成長の限界』を超え

ていました。前ページの図は，横軸に乗用車保有率，
縦軸に車 1 台当たり舗装道路が何メートルあるか
を見ています。どの都市も，どんどん下がってき
ています。もしも，保有率が伸びるのと同じ率で
道路をどんどん延長できたら，このカーブは真っ
直ぐ横になるはずですね。

左図は，１キロ走るのに何分かかるかというの
を表しているのですが，どこかでがくんとスピー
ドが落ちるのです。バンコクでは，舗装道路が車
１台当たり５メートルになったときに，急に走
行速度が落ちました。ロンドンも６メートルぐら
いで落ちていますから，ここが都市の成長の限界，
車社会の限界なのです。

ちなみにバンコクは，私が委員長をやっていた
ころ，92 年から 96 年まで，そのころは鉄道が１
に対して道路が 99 ぐらいの予算でした。圧倒的に
道路ですね。鉄道には，100 年間ほとんど投資し
ていない。ところが，99 年に最初のスカイトレイ
ン１号線が開通しました。私は４年かけて，非常
に忍耐強く政府を説得しました。とうとうチャム
ロン将軍という軍人で非常に理解力のあるバンコ
ク知事が導入を決断しました。

交通状況は，都市の形とも大きく関わって変わ
ります。ロンドン，東京，名古屋，バンコクの市
街地の形が，過去 100 年に如何に変化したかを見
ましょう。100 年前にはロンドンが一番大きかっ
たのです。ところが，50 年後の東京オリンピック

頃には東京も大きく成長しました。成長の仕方が，
ロンドンは同心円状に大きくなったのですが，�0
キロ帯にグリーンベルトを指定して開発規制をし
ていまして，都市的利用ができなくなっています。

東京はそれに失敗して，グリーンベルトを造り
損なったわけです。その代わり，郊外鉄道が充実
して，ロンドンと東京の交通エネルギー消費は１
人当たりで大体同じなのです。

バンコクを見ていただくと，65 年から 85 年
にかけて，20 年間で 10 倍くらいに広がりました。
これがスプロールで，非常に薄い人口密度で広がっ
たわけです。

私達 JICA プロジェクトチームが 92 年から 96
年まで粘り強くタイ政府を説得し，絶対にできな
いと言われていたバンコクに 99 年にスカイトレイ
ンが開通しました。

　<6. その後のローマクラブレポート >

ローマクラブでは，1972 年のメドウスらの『成

ローマクラブ (ClubofRome)：理念とレポート

•‘72「成長の限界」
–‘72: 成長の限界”The Limit to Growth”Ms&MrMeadows, 

Randers,Behens
–‘84: 人類の困難“Predicament of mankind”解決への道筋
– 世界の人口増加／食料生産，資源枯渇
– 世界全体，地域全体を俯瞰 
– ブルントラント委員会（Sustainable Development）を提案

•‘95「ファクター４」Ernst von Weizsaecker
–GDP ／資源消費→ Efficiency

•‘09「ファクター５」Ernst von Weizsaecker
–QOL ／資源消費→ Sufficiency →赤崎・天野 : 分母を縮減
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長の限界』で人口成長と資源・食糧の逼迫が警告
されましたが，いかに資源を節約するかの指針と
なるワイツゼッカーらの『ファクター４』（GDP
を２倍にしながらも，資源消費を半分にまで落と
し，２×２で４倍効率を上げるというもの）が京
都会議の直前の 1995 年に出版されました。

2009 年には，続編『ファクター５』が出版され，
経済 GDP でなく豊かさ QOL を用いています。現
在までに，８カ国語くらいに翻訳されています。

『成長の限界』以来，元 WWF 総裁クロード・
マーティンの『On the Edge』，『成長の限界』チー
ムメンバーだったヨルゲン・ランダースの『2050』
など，各メンバーが書いた �0 冊以上の本がローマ
クラブレポートとして認定されました。

<7. 創立 50 周年記念ローマクラブレポート”
Come On”>

しかし，ワイツゼッカーが個別レポートだけで
は不十分であり，メンバー全員で知見を出し合い
ましょうと提案して編纂されたのが『Come On!』
です．大坂なおみがセリーナ・ウィリアムスを覚
醒し本気にさせたあの「Come On!」ですね。

ドイツ語版のタイトル『Wir Sind Dran』（私た
ちは一体どこに拠って立っているのか？）の方が
よく意味を表しています。ワイツゼッカーと赤崎・
天野のお２人らに，ワイツゼッカーが名古屋大学
で名誉博士の授与式の折に記念講演とシンポジウ
ムを開催した内容を本として出版した「持続可能

<ErnstvonWeizsaecker作成>

『ファクター 5』
資源生産性を 5 倍にすることは

技術的に可能である

<ErnstvonWeizsaecker作成>

ローマクラブへの新報告書

2014

ウゴ・
バルディ

2014

デヴィッド・
コーテン

2015

クロード・
マーティン

ローマクラブ最新レポート
Come on !

- 市場原理主義，短期的思考，人口が地球を滅ぼす -

<ErnstvonWeizsaecker作成>

成長は無限に続くか？

<ErnstvonWeizsaecker作成>

ローマクラブへの新報告書

2012

ヨルゲン・
ランダー

2012

アンダース・
ウィクマン

2015

アショク・
コシュラ
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な未来のための知恵とわざ」（明石出版）に，この
一部を紹介しています。

以下に，その『Come On!』の中でどんな話をし
ているかということを簡単に説明します。

1970 年以降の，世界の GDP と貿易の額はどん
どん上がっていましたが，これは無限に続くので
しょうか？

左側が社会経済趨勢，右が地球エコシステム趨
勢ですね。社会経済趨勢のいろんな指標をみてみ
ると，世界人口，GDP，輸入依存率，海外直接投
資。そして都市人口，全部上がっているわけです。
それから，都市人口，一次エネルギー，交通，国
際観光。また，水の利用，紙の使用。このように，
社会経済の需要はどんどん増えてきている。その
結果として，エコシステムのほうがどういう影響
を被るか？頭打ちになったのは，強い規制ルール
を設けた成層圏内オゾンと海洋漁獲量くらいで，
CO2，窒素酸化物，メタンの排出量が，ことごと
く上がってきているのが現実です。

ロークストロームが，それぞれの環境指標につ
いて，危険水域を超えているかどうかの図を作っ
ています。緑色が地球の安全な運行領域と言って
いますが，例えば生物多様性は大幅に超えており，
窒素酸化物，CO2 の排出による気候変化も危険水
域に大きく入っています。

次に，エコロジカルフットプリント。人々が生
活するためにどれだけの畑を開墾し，どれだけの
土地，資源を使うかという概念ですすね。人の足
の裏でどれだけ踏みつけられたかみたいなイメー
ジです。今，アフリカで本当にぎりぎりで何も食
べられないのに近い人も数億人いますが，70 億人
がアメリカ人と同じ大量消費生活をするとすれば，
地球が５つ必要になってしまいます。

経済が発展すると最初，汚染が増えて汚くなっ
てきます。しかし，お金をうまく投資することに
よって，成長と汚染をデカップリング，切り離す
ことができるようにして，富んできれいな社会に
向かおうといっているのです。これがクズネッツ

<ErnstvonWeizsaecker作成>

<ErnstvonWeizsaecker作成>

<ErnstvonWeizsaecker作成>

1950 年以降，社会経済成長と
地球環境劣化の爆発的な加速 (Great Acceleration)。

ポール・クルッツェンは現代を人新世 (Anthropocene) と呼ぶ

出典 : Globaia2011. PicturefromWill Steffens, Paul. J. Crutzen, John R. McNeill. 2007. The Anthropocene:
Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? Ambio36

地球の限界 (J. ロックストローム ) を越えて破
壊が続いている

もし70億人が米国と同じ大きさのエコロジカル・フットプリント
(マティス・ワケナゲル)を持てば，地球が5個必要になる

<ErnstvonWeizsaecker作成>

古典的なパラダイム：
地域的な環境汚染のクズネッツ・カーブ
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カーブです。もう一つの図は，脱炭素クズネッツ
カーブと呼ばれていて，１人あたり GDP が上昇す
るに連れて，GDP 当たり CO2 を下げていこうと
するものです。

コンドラチェフ成長循環というのがあって，機
械化，鉄と鉄道，電力，化学物質とか，飛行機，
計算機，生物工学によりイノベーションを進めて
きましたが，第６の波として再生可能エネルギー
や物質循環により，デカップリングを達成するイ

ノベーションが求められています。
それから，そういう物質的なことだけではなく，

ローマ法王は盛んに今いろんなところに働きかけ
をされており，全司教宛の手紙を通じて，人類共
通の家である惑星地球を守る対話に対して，すべ
ての関係者がそこに入って惑星地球への配慮する
ようおっしゃっています。

<8. まとめ >

最後に，成長の限界およびローマクラブにかかわ
る 50 年間の情勢変化をまとめてみます。アウレリ
オ・ペッチェイは，ファシズムとたかった闘士でし
たが，一方で，1953 年には社会主義へと移行したソ
連がポーランドへ侵攻しました。そして，彼が著書

「横たわる断層（Chasm Ahead）」をちょうど仕上
げているときに，今度はチェコに侵攻した（後にプ
ラハの春と呼ばれた）と，はしがきに書いてあるの
です。彼は，社会主義に失望していました。

その後，少し変化があったと書いています。ベト
ナム戦争により，もう戦争という手段というのはリ
スクとコストで割に合わないことをアメリカが理解
し，虚偽・デマ・権威に対して社会が拒否し始めたと。
ヨーロッパの大学紛争が日本にも波及してきました。
変化が表れてきたこういう時代だったので，自らも
何かやれると思い始めたそうです。

最近，自己中心的な自国主義が出てきました
ね。ペッチェイは，ヨーロッパがアメリカに対して，
イノベーションで圧倒的に遅れを取っており，ヨー

<ErnstvonWeizsaecker作成>

<ErnstvonWeizsaecker作成>

<ErnstvonWeizsaecker作成>

貧しい国々が一気に低炭素かつ富んだ
経済になるのを支援しよう

１人あたりGDP

ファクター5は何も新しいことではなく
緑のコンドラチェフ成長循環である

（技術者は「ビッグデータ」より興奮するかもしれない）

イノベーションの波

ローマ教皇フランシスコに始まる
「思想的危機」の訴え

• 新たな回勅（全司教宛手紙）を通じて，人類共通の家
である惑星地球を守る対話に対し，全ての関係者に呼
びかけ

• ローマクラブは招へいを受諾

ローマクラブ：背景の変化
1968 創設

◆共産圏
◆1953ポーランド制圧
◆1968チェコ侵攻（プラハの春）

◆ベトナム戦争
◆戦争という手段のリスクとコスト

は割に合わない
◆虚偽・デマ・権威

◆社会・若者が拒否し始めた（欧州
大学紛争）

◆AurelioPeccei: The Chasm Ahead 
(1968)
◆牧野昇訳「横たわる断層」]

2018　50周年

◆国家主義的リーダー
◆クリミア併合
◆欧州右翼政党の台頭
◆北朝鮮
◆アメリカ（ファースト）

◆欧州国家体制
◆20世紀後半は，欧州が協力した稀

有な時代(欧州鉄鋼連盟-
>EEC->EC->EU)

◆市場原理主義
◆貧富格差の再拡大
◆地球エコシステムの破壊
◆精神の荒廃
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ロッパがもっと一体にならないと，アメリカとの
ギャップが埋められないと，彼は盛んに言ってい
るのですね。ECSC（欧州石炭鉄鋼共同体）から
EEC（欧州経済共同体）になり，EC（欧州共同
体）になり，EU（欧州連合）になることを思い描
いていたのかも知れません。ヨーロッパが精神的
にシュリンクしてしまっていて，もっとイノベー
ティブにならないと危ない，と彼は言っていまし
て，これは非常に今の日本と似ています。この本
The Chasm Ahead （1968）[ 日本語版「横たわる
断層」]，をぜひ読まれるといいと思います。

アメリカはよくも悪くも次へ進もうという意欲
があって，次々とイノベーションをおこす一方で，
ヨーロッパは未だＧＭ社会（自動車の時代）であ
ると言っているのですね。アメリカは IBM 社会

（コンピュータの時代）に入ったと，この時代に彼
は既に言っています。それは IT，ICT，通信と情
報技術をベースに次にどう展開するかを考えなく
てはいけないと 50 年前に彼が言っているのですね。
われわれは今そういうことを気がつき始めて，ビッ

グデータの話が出ていますが，ものすごい先見性
のある人だなと私は思った次第です。

アウレリオ・ペッチェイには深い思想があり，
その思想の裏付けとしてシミュレーションを実施
し，『成長の限界』を 72 年にローマクラブレポー
トで示しました。ところが，80 年台にサッチャー
とレーガンが「成長に限界など無い」として，ひっ
くり返してしまったのです。

ここに，市場原理主義に基づく one way economy
のメカニズムが生まれ，empty world（地球に対
して人間活動が微小な存在）から full world（人間
活動が地球エコシステムに大きな影響を与える存
在）への変化に気づかず，地球の容量への無限信仰，
物質廃棄，貧と富，飢餓と飽食など，現代社会のあ
らゆる要素の両極への分断が顕在化し，地球社会が
アンバランスな方向へ加速度を伴って突き進んでい
ます。この間，ローマクラブメンバーの研究・分析
がなされ �0 数冊の認定レポートが出版されました。

そして，2017 年末に半世紀ぶりに，メンバー 35
名により執筆され出版されたローマクラブレポー
ト『Come On!』にたどり着きました。ここには，
地球エコシステムが本来のバランスへ回帰するた
めのメンバーの智慧が結集されています。

最後に，このバランスは物質，経済だけでなく，
精神性が重要で，マインドセットを必要とします。
勝ち負けで決める世界ではなく，もっと調和を重
んじる文化が必要なのだということを今，西洋の
方がおっしゃっています。

ローマクラブは，世界の調和とバランスに向け
て活動を加速していきます。大来佐武郎さんがロー
マクラブを基軸に国連にも働きかけ，地球環境問
題への覚醒のために大きな貢献をされました。半
世紀後の今日，再び日本（人）が世界の役立たね
ばと思っています。そのために，日本支部も秋に
設立されますので，皆様のお力もお借りしたくお
願いさせていただき，本日の公演を終えさせてい
ただきます。

どうも，ご清聴ありがとうございました。（拍手）
（終了）

ローマクラブ：課題・パラダイムの変化
1968 創設
◆幾何級数的人口増加

◆食糧・資源の追従不可能

→「成長の限界」
→The Limit to Growth

2018　50周年
◆人口

◆所得向上，インターネットによる
情報伝達

◆（子供はコスト）
◆エネルギー

◆自然エネルギーへの転換
◆気候変動

◆排出に応じた課税
◆生物多様性

◆価値評価と課金
◆過剰都市化・モータリゼーション

◆持続可能交通システムとスマート
シュリンク

◆貧富の拡大
◆有効な政策が見当たらない

◆マインドセット
→「バランスへの回帰」

→“Back to the Balance, Better for Eco-
system and Humanity

まとめ
• 創始者 Aurelio Peccei の思想

– 「成長の限界」
• サッチャーとレーガン

– 「成長には，限界なんか無い」→ One-way Economy
に陥る

• 最近のローマクラブレポート
– Come on ! ( 最新レポート )

• 「バランスへの回帰」
– Peak Oil, 地球の銀行強盗，四肢を食するなかれ，氏

神信仰
• 精神性を取り戻す

– 西洋の勝ち負け思想に限界→東洋・日本の伝統思想
が必要


