


　私たちは、現在の地球環境破壊と資源の枯渇が私た

ちの経済と将来を急速に損ないつつあることを認識し

ています。地球の限界に遭遇した人類最初の世代であ

る私たちは、有限な地球と折り合いながら持続可能な

社会を築くため、「大量生産、大量消費、大量廃棄」

の一方通行型社会から、「適正生産、適正消費、ゼロ

エミッション」を基調とした資源循環型社会へ一刻も

早く舵を切り換える必要があります。

　国連大学は、94年にゼロエミッション構想を提唱し、

廃棄物を出さない経済社会を実現するため、廃棄物を

資源として活用する新しい産業構造に支えられた経済

社会の構築を提案しました。それから10年、日本を基

盤とするゼロエミッション運動は、川下の廃棄物の資

源化という当初の構想をさらに拡大させ、川上の製品

設計・製造段階で廃棄物を出さないための技術や生産

システムの開発、長持ちする製品づくり、さらに中流

の消費段階では、物を大切にする「もったいない精神」

の復活など、地球の限界を踏まえた新しい地球文明の

創造へ向けた運動へと発展しています。

　私たちにとって、勇気づけられることは、環境と調

和した持続可能な世界経済がどのような姿になるかが

見えてきていることです。そしてそれは現在の技術と

私たちの意思によって構築することができるというこ

とです。それはとりもなおさずこれから発展を進める国々

にとっても将来の目標となるものであるということです。

　持続可能な経済ヴィジョンの中には、気候を不安定

化させないエネルギーシステム、より少ない混雑や汚

染でなおかつより移動を容易にする都市交通システム、

省エネ、省資源型の生産システム、リサイクルを基調

とする経済、現在よりずっと資源効率的な経済の姿な

どが見えています。

　そのために必要なことは、現状を変える断固とした

私たちの意思と勇気と実行力です。ゼロエミッション

運動10周年の記念として、世界の識者、企業人、NPO

などの方々にお集まりいただき、「循環・再生・共生

の世界モデルの構築に向けて」という共通テーマで、

理念を掘り下げ、具体的な活動に結びつけ新時代を創

り出す新たな糧にしたいと願っています。皆様の積極

的な参加を期待しております。

We acknowledge that our economy and future are at 
great risk due to the destruction of the global environ-
ment and the depletion of natural resources on Earth. 
There is no time to lose–we, the first generation faced 
with the limitation of Mother Earth, must steer ourselves 
in the right direction towards a sustainable society where 
we optimize the use of the Earth’s limited resources. An 
immediate shift from the current one-way society of 
mass production, mass consumption, and mass waste 
disposal to a resource-recycling society on the premise 
of “reasonable production”, “reasonable consumption” 
and “Zero Emissions” is an urgent challenge posed to all 
human beings on Earth.

In 1994, the United Nations University launched the 
Zero Emissions concept aiming for a realization of socio-
economic system that would not create any waste prod-
ucts, and advocated a development of a new type of 
industrial structure in which waste products could be 
utilized as value-added inputs. Ten years since then, the 
Zero Emissions initiative, now spread throughout Japan, 
has made way to become the driving force for creation 
of a new global civilization that is harmonized with the 
finite Earth. The original concept of Zero Emissions was 
to utilize waste as a recycled resource in the down-
stream industry, but its scope has been expanded to ev-
ery stage from production to consumption including: 
development of new technology and production system 
that do not produce waste in the upstream when design-
ing and manufacturing products; creation of durable 
products that last longer; and at the consumption stage 
in the middle reaches, people now again realize the im-
portance of “do-not-waste spirit” and take good care of 
things. 

Encouragingly enough, there is a light that shows the 
outline of a sustainable global economy operated in har-
mony with the natural environment. Such a world can 
be achieved by our will and the current technology. This 
will certainly serve as a possible goal, in the near future, 
for the countries in the process of economic develop-
ment.

Through the vision of a sustainable economy, we 
foresee: energy system that has less impact on climate; 
urban transportation system that is less crowded, less 
polluted with higher mobility; manufacture system that 
saves more energy and resource; recycling-based econo-
my; and far more energy-and-resource efficient economy 
than the current style.

     
What do we need to realize the above? We must 

change ourselves. Only our steadfast commitment, cour-
age and action will open the way to the future. In com-
memoration of 10th anniversary of the Zero Emissions 
initiative, Zero Emissions Forum brings together intellec-
tual leaders from around the world, businessmen and 
NPOs to thoroughly discuss the principle of Zero Emis-
sions under the main theme of “Towards a Global Model 
of a Sustainable Society—Zero Emissions by “Circulation, 
Regeneration and Symbiosis”—and to cultivate the con-
cept that will reinforce practical efforts and a path to a 
new age.

We look forward to your active participation. 

開催趣旨 Background



開会宣言　　藤村 宏幸　国際連合大学ゼロエミッションフォーラム 会長　　

歓迎の辞　　ハンス・ファン・ヒンケル　国際連合大学 学長
 
祝辞　　　　小池 百合子　環境大臣

賢人会議（スピーチ＆ディスカッション）

　テーマ１：地球の限界に直面した最初の人類世代として
　　　　　　未来の地球文明のありかたとは

昼休み

　テーマ２：未来の経済システムと企業のありかたとは

　　　　　　共同議長：鈴木基之　国際連合大学 特別学術顧問
　　　　　　　　　　　三橋規宏　千葉商科大学 教授

　　　　　　賢人（順不同、敬称略）：　　　　　

　　　　　　［スピーチ（テーマ１）］

　　　　　　ハンス・ファン・ヒンケル　国際連合大学 学長　　　　　　　　　　

　　　　　　R.K.パチャウリ　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長

　　　　　　今道友信　 東京大学 名誉教授

　　　　　　石川英輔　 作家

　　　　　　安田喜憲　 国際日本文化研究センター  教授　　　　　　　

　　　　　　［スピーチ（テーマ2）］

　　　　　　藤村宏幸　国連大学ゼロエミッションフォーラム 会長　　　　　　

　　　　　　ホアン・マルティネス・アリエ　バルセロナ自治大学 教授

　　　　　　フリードリヒ・シュミット・ブレーク　ファクター10研究所 代表

　　　　　　北川正恭　早稲田大学 教授　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　カール・ヘンリク・ロベール　ナチュラルステップインターナショナル  会長
 
　　　　　　岡部敬一郎　コスモ石油　代表取締役会長
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
レセプション　2階レセプションホール（招待者）

 

9:30

9:45

10:00

10:15～17:45

10:15～13:00

13:00～14:30

14:30～17:45

18:00～20:00

第1日 11月25日（木） 賢人会議　5階 エリザベス・ローズ・ホール

総合司会：ZEF事務局

（日英同時通訳）＊3階 ウ・タント国際会議場にて、会議の模様を同時放映いたします

都合により、プログラム内容を変更する場合がございます。



Opening Remarks: 
     Dr. Hiroyuki Fujimura, Chairman, 
      United Nations University Zero Emissions Forum 　　

Welcoming Remarks: 
     Prof. Hans van Ginkel, Rector, United Nations University (UNU)

Guest Remarks: 
     Ms. Yuriko Koike, Minister, Ministry of the Environment

Wise Men’s Forum (Presentations & Discussion)
     Theme 1: Global Civilization in the Future
                    —How should we foster it as the first generation 
　　　　　　　facing the limit of Earth?

Lunch Break

     Theme 2: The Economic System and the Roles of 
　　　　　 Corporations Tomorrow
                        

          Co-Chairs: 
                  Prof. Motoyuki Suzuki, Special Programme Advisor, UNU
                  Prof. Tadahiro Mitsuhashi, Chiba University of Commerce

　　　Wise Men: 
          Presentations on Theme 1: 
          Prof. Hans van Ginkel, Rector, United Nations University
         Dr. Rajendra K. Pachauri, Chairman, Intergovernmental Panel    
            on Climate Change (IPCC) 
          Prof. Tomonobu Imamichi, Professor Emeritus, University of Tokyo　　　
          Mr. Eisuke Ishikawa, Writer 
          Prof. Yoshinori Yasuda, International Research Center 
            for Japanese Studies   

          Presentations on Theme 2:　　　　　　　　　　　　     
          Dr. Hiroyuki Fujimura, Chairman, United Nations University 
            Zero Emissions Forum 　　　　　　　　　　　　　　　　    
          Prof. Joan Martinez-Alier, Universitat Autonoma de Barcelona 
          Dr. Friedrich Schmidt-Bleek, President, Factor 10 Institute 
          Prof. Masayasu Kitagawa, Waseda University
          Dr. Karl H. Robert, Chairman, The Natural Step International
          Mr. Keiichiro Okabe, Chairman, Cosmo Oil Co., Ltd.

Reception   Venue: Reception Hall (Invitees only)

9:30

9:45

10:00

10:15～17:45
10:15～13:00

13:00～14:30

14:30～17:45

18:00～20:00

MC: UNU-ZEF Secretariat

  

 

Thursday, 25 November 2004     Wise Men’s Forum
Venue: Elizabeth Rose Hall

＊The conference can be viewed LIVE on the screen at the U Thant Hall. 
                                                                                                            (Simultaneous interpretation provided)

No fixed order is observed.

The programme is subject to change.



開会の辞　　　藤村 宏幸　国際連合大学ゼロエミッションフォーラム 会長
祝辞　　　　　コフィー・アナン　国際連合 事務総長　（代読）

賢人会議報告　谷口 正次　国際連合大学ゼロエミッションフォーラム 産業界NW代表

基調講演　　　R. K. パチャウリ　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長

                  「気候変動と持続可能な開発
　　　　　　　―科学的および社会経済的な影響について」　

基調講演　　　安田 喜憲　国際日本文化研究センター  教授
                  「気候変動と文明の盛衰」　

昼食―休憩

基調講演　　　ホワン・マルティネス・アリエ　バルセロナ自治大学 教授

                  「新時代における持続可能な環境経済学」　

招待講演　　　グンター・パウリ　グローバル・ZERI・ネットワーク 創設者

                  「構想から試行計画へ、そして本格的な事業へ
　　　　　　　―開発のあり方の転換」　
 
休憩

［パネルディスカッション：循環・再生・共生の世界モデルの構築に向けて］
　　　　　　　コーディネーター　
　　　　　　　　幸田シャーミン　環境ジャーナリスト
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　パネリスト（順不同、敬称略）

　　　　　　　　小林 陽太郎　富士ゼロックス 取締役会長　　　　　
　　　　　　　　植田 和弘　京都大学 教授
　　　　　　　　山本 良一　東京大学 教授
　　　　　　　　三橋 規宏　千葉商科大学 教授
　　　　　　　　フリードリヒ・シュミット・ブレーク　ファクター10研究所 代表

閉会の辞　　　鈴木 基之　国際連合大学 特別学術顧問
（まとめ）     「ヴィジョンの共有と提言」　

終了

9:30

9:45

9:55

10:20

11:10

12:00～13:30

13:30

14:20

14:50～15:10

15:10～17:40

17:40

18:00

第2日 11月26日（金）　講演会　3階 ウ・タント国際会議場

総合司会：ZEF事務局

（日英同時通訳）

都合により、プログラム内容を変更する場合がございます。



Opening Remarks: 
     Dr. Hiroyuki Fujimura, Chairman, UNU-ZEF

Congratulatory Remarks:   (The message will be read by the Rector.)

     Mr. Kofi Annan, Secretary-General, The United Nations

Report on the Wise Men’s Forum: 
     Mr. Masatsugu Taniguchi, Director, UNU-ZEF

Keynote Speech: 　
     Dr. Rajendra K. Pachauri, Chairman, IPCC
       Climate Change Impacts and Sustainable Development:
       Assessing the Science and Socio-Economic Implications

Keynote Speech:　
     Prof. Yoshinori Yasuda, International Research Center for Japanese Studies 
       Climate Changes and the Rise and Fall of Civilizations

Lunch Break

Keynote Speech: 
     Prof. Joan Martinez-Alier, Universitat Autonoma de Barcelona
       An Ecological and Sustainable Economics for the 21st Century 

Invitational Speech: 　
     Mr. Gunter Pauli, Author/Founder of The Global ZERI Network
       From Idea to Pilot Project, From Pilot to Megaproject
        —How to Change the Paradigm of Development 

Break

Panel Discussion:
   Towards a Global Model of a Sustainable Society
   —Zero Emissions by “Circulation, Regeneration and Symbiosis”｠

     Coordinator: Ms. Charmine Koda, Journalist

     Panelists:
           Mr. Yotaro Kobayashi, Chairman, Fuji Xerox Co., Ltd.
           Prof. Kazuhiro Ueta, Kyoto University 
           Prof. Ryoichi Yamamoto, University of Tokyo 
           Prof. Tadahiro Mitsuhashi, Chiba University of Commerce
           Dr. Friedrich Schmidt-Bleek, President, Factor 10 Institute

Closing Remarks (Roundup)
     Prof. Motoyuki Suzuki, Special Programme Advisor, UNU 
        Shared Vision and Recommendation

Closing

9:30

9:45

9:55

10:20

11:10

12:00～13:30

13:30

14:20

14:50～15:10

15:10～17:40

17:40

18:00

MC: UNU-ZEF Secretariat

Friday, 26 November 2004     Public Forum
Venue: U Thant International Conference Hall 

(Simultaneous interpretation provided)

The programme is subject to change.

No fixed order is observed.


