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Unlimited Population Growth 
限りない人口増加  

  世界の人口は70億人　2011年10月30日 
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世界の人口: 
過去、現在、未来 
紀元前4000-2050 

(Future figures based on UN projections) 



Unlimited World Population & Limited Water Resources 
限りない世界人口と、限りある水資源 
 

(UN-water) 



Limited Social Capacity: Jobless Growth 
限られた社会のキャパシティ： 失業下の成長 

•  Korea     
 -1990s :1% of economic growth =  employment of  80,000 persons  
 -Currently : employment of 40,000 persons 

・韓国 
-1990年代:　経済成長　１%＝80,000人の雇用 
-現在:　40,000人の雇用 
 
•  United States of America  
 -since 1970s : the production output  increase 6  more  =  10% decreas

e of employment  

・アメリカ合衆国 
-1970年以降: 生産性は6倍以上増加　＝　雇用　10％の減少 
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Long-term Goal: SD 
長期的目標：持続可能な開発 

•  the environment used more than of  their limit without control/ no soc
ial remedy to deal with this crisis 
  ------à--à 

　　環境は制御されることなく限界以上のものを費消してしまっ
た／この危機に対処する社会的治療薬はない。	

•  Shared interests with all living things including Gaia : Oxygen rate 2
1% 

•  ガイアを含むすべての地球上の生物との共有：酸素率は21% 
-collective responsibility of 7 billion people 
　　７0億人の集団責任 
-Understanding-shared values- building skills 
　　理解―共有された価値―スキルの構築 
à  Need to change choices and behaviors 
　　変革が必要　　　　選択と行動	
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Super-Connected Age 
強く繋がっている時代 

 Individual-based society: self-identity in various spheres 
1) New path of empowerment in diverse areas for basic understanding 

and skills 
2) Big data: recording  all the living activities in detail via  mobile, card, 

CCTV 
3) Globalized network: e-mail, caucus ,etc. –participatory act in  local a

s well as global level  
: Individual ego towards global connection 
個人を基本とする社会：様々な領域における自己の確立	

1） 多様な分野における新しいエンパワメントの道　基本的な理解と技能	

2)　ビッグデータ：携帯、カード、監視カメラによるすべての生活行動の記録	

3) 世界的なネットワーク：e-メール、集会など―地方および世界レベルの参
加	

：個人の自我　世界的つながりに向けて 
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Work(job) - Life (home) Balancing 
ワーク（仕事）ーライフ（家庭）バランス 

•  Industrialization: separation of living quarter and working place (factorie
s) 

•  Post–Industrialization/Information: WLB (Work Life  Balance):  new orga
nization of labor force to meet the increasing efficiency rate of productio
n ―　art, culture, leisure being included in employment 

 

・近代産業化（工業化）：生活の場所と労働の場所（工場）の分断 

・ポスト工業化／情報化の時代：ワークライフバランス：生産性の効率

化に対応するための労働力の新しい組織化（芸術、文化、レ

ジャーが仕事に含まれる） 
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Adaptation to New Age 
新しい時代への適応  

•  Adaptability thru Creativity and Diversity à problem–solving Strategy 
•  How to live in this diversified and interlinked society? -Selection of person

al role in diversified world to reach personal recognition and satisfaction (s
elf-esteem)  

•  Individual in community and global link –direct connection in communal aff
airs  as well as the global issues  by valuing  the peace of individual mind 
and body/community 

・創造性と多様性による適応→問題解決戦略 

・多様化し相互にからみあう社会をどう生きるか？―個人の認
識と満足（自己尊重）に達するための多様化した世界にお
ける個人の役割の選択 

・コミュニティにおける個人とグローバルなつながり―個人の
心と身体／コミュニティの平和に価値をおくことにより、共同
体および世界の課題と直接的につながる 
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•  リオ宣言 (1992) – 第7原則 
“States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, prot

ect and restore the health and integrity of the earth’s ecosystem.  I
n view of the different contributions to global environmental degradat
ion, States have common but differentiated responsibilities.” 

各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及
び修復するグローバル・パートナーシップの精神に則り、協
力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与と
いう観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有す
る。先進諸国は、彼等の社会が地球環境へかけている圧力
及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可
能な開発の国際的な追及において有している義務を認識す
る。 	

 
 
Ecological & Economic Debt /Ecological Footprint 
	

All 7 billion members of Earth community are in debt of either Ecologica
l   

  (Northern Developed Countries) or  economic  (Southern developing c
ountries). 

70億人の地球というコミュニティメンバーは、せいたいもしくはエコロジカルな
（先進国）、経済的な（途上国）負債を負っている。	
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Common but Differentiated ! 
共通のしかし差異のある！ 



【続き】 
Ecological & Economic Debt /Ecological Footprint 
生態系および経済的負債／エコロジカル　フットプリント 
All 7 billion members of Earth community are in debt of either Ecologic

al   
  (Northern Developed Countries) or  economic  (Southern developing c

ountries). 
70億人の地球というコミュニティのすべてのメンバーは、生態系

（先進国）または経済的（途上国）負債を負っている。 
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Common but Differentiated ! 
共通のしかし差異のある！ 



ESD  to Solve Indiv’l  Esteem 
個々人の自尊を解決するためのESD 

•  ESD--practical, problem-solving value and skill in personal level as 
well as community level : by reviving traditional crafts and way of livi
ng, reach self-esteem and community -esteem 

•  Love their own nature, culture and history and build up self-loving co
mmunityà a way to learn other community also has their own loving
 society and cultureà reach  
 co-existing Peaceful Sustainable Future 

・ESD―個人レベルおよびコミュニティレベルにおける、実践的
な問題解決の価値とスキル：伝統工芸や生き方の復活、個
人の尊重とコミュニティの尊重 

・自分たちの自然、文化、歴史を愛し、愛するコミュニティをつく
る→他のコミュニティについて学ぶ。彼らもまた愛する社会や
文化を持っている→平和的に共存する持続可能な未来 
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