
「「「「われわれのわれわれのわれわれのわれわれの日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして「「「「われわれのわれわれのわれわれのわれわれの日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして

持続可能持続可能持続可能持続可能なものとするかなものとするかなものとするかなものとするか」」」」持続可能持続可能持続可能持続可能なものとするかなものとするかなものとするかなものとするか」」」」

１．三つのエコロジー

Understanding the three aspects of ecology

２．持続可能な社会のあるべき姿を共有する

What is “Sustainability”? 

３．現在の状況を分析する

Analyzing the current situation:

local, regional, and global 

４．行動のための指針

Let us step forward 

５．事例 Cases 



１１１１．．．．三三三三つのつのつのつのエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー１１１１．．．．三三三三つのつのつのつのエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー

Understanding Understanding 

the three aspects of ecologythe three aspects of ecology

（１）自然界のエコロジー

Ecology of environmental world 

（２）社会のエコロジー

Ecology of social world 

（３）精神のエコロジー

Ecology of mental world



３３３３つのつのつのつのエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー３３３３つのつのつのつのエコロジーエコロジーエコロジーエコロジー

（（（（エコロジーエコロジーエコロジーエコロジーのののの階層性階層性階層性階層性））））（（（（エコロジーエコロジーエコロジーエコロジーのののの階層性階層性階層性階層性））））

自然界（生物圏）のエコロジー社会のエコロジー人間（身体）のエコロジー精神のエコロジー

自然界（地球）のエコロジー



２２２２．．．．持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿２２２２．．．．持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿

をををを共有共有共有共有するするするするをををを共有共有共有共有するするするする

What is What is ““SustainabilitySustainability””? ? 

（１）持続可能な社会の定義

Definition 

（２）自然界の基本原理

Principles of the earth 

（３）循環原則と予防原則

Principle of circulation and prevention 



（（（（１１１１））））持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの定義定義定義定義（（（（１１１１））））持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会のののの定義定義定義定義

Definition Definition 

持続可能な発展（開発）：

将来世代のニーズを損なうことなく、現世代の

ニーズを満たすような発展（開発）。このような社

会を持続可能な社会という。

Sustainable development ：

development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs



（（（（２２２２））））自然界自然界自然界自然界のののの基本原理基本原理基本原理基本原理（（（（２２２２））））自然界自然界自然界自然界のののの基本原理基本原理基本原理基本原理

Principles of the earth Principles of the earth 

① 地球は閉鎖型（closed system)である

The earth is a closed system 

○物質やエネルギーは、消失することも、新しく作り

出すこともできない

（熱力学の第一法則、物質保存の法則）

○物質やエネルギーは、拡散する傾向がある

（熱力学の第２法則、エントロピーの法則）





② 唯一の例外は太陽エネルギーであり、

これが物質循環の動力源である

The only exception is the solar energy

(light, heat, radiation) 

③物質（水、炭素、窒素等）の循環により、

生物圏の生態系バランスが保たれている

The ecological balance is maintained through 
the natural cycle of materials such as water, 
carbon, nitrogen, etc.



（（（（３３３３））））循環原則循環原則循環原則循環原則とととと予防原則予防原則予防原則予防原則（（（（３３３３））））循環原則循環原則循環原則循環原則とととと予防原則予防原則予防原則予防原則

Rules of Rules of 

Circulation and PreventionCirculation and Prevention

○「地球が危ない」のではなく、「生物の存続」、

「人間の存続」が危ない

Who in the danger of total destruction is 

humankind, not the earth 

○地球生命の歴史上、第6回目の生物大絶滅

の危機（人間の欲望が原因）

The sixth big extinction since in the history of life 

based on human greed 



危機危機危機危機をををを回避回避回避回避するにはするにはするにはするには危機危機危機危機をををを回避回避回避回避するにはするにはするにはするには

地球の循環を保持する（循環原則）

Maintain the circulation of the nature

予防は治療に勝る（予防原則）

Prevention is better than cure



３３３３．．．．現在現在現在現在のののの状況状況状況状況をををを分析分析分析分析するするするする：：：：３３３３．．．．現在現在現在現在のののの状況状況状況状況をををを分析分析分析分析するするするする：：：：

南南南南のののの島島島島からのからのからのからの警告警告警告警告南南南南のののの島島島島からのからのからのからの警告警告警告警告

Analyzing the current situation:Analyzing the current situation:

Warnings from southern islandsWarnings from southern islands

（１）沖縄の概要 overview of  Okinawa

（２）沖縄が抱える環境問題：被害と加害

Environmental problems on Okinawa:

passive : waste from abroad, military base 

active pollution and destruction : 

cars, water, waste, landfill, soil erosion





















４４４４．．．．行動行動行動行動のためののためののためののための指針指針指針指針４４４４．．．．行動行動行動行動のためののためののためののための指針指針指針指針

Let us step forward Let us step forward 

（１）システム思考

Systems thinking 

（２）バックキャスティング

Back-casting 

（３）ＰＤＣＡサイクル

PDCA cycle 

Plan→Do→Check→Action



おわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりにおわりに

ConclusionConclusion

未来は予測するものではなく、わたしたち一

人ひとりの行動によって自らの手で築いていく

ものである。

The future is not what we predict with a 

crystal ball, but what we decide by 

ourselves and build with our own hands.


