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「原発被災地域の復旧・復興と
西洋と東洋の文明観」

2011年11月20日
比較文明学会企画分科会

「限りある自然、変化する自然を人類は生き延びられるのか？ .
─東日本大震災と原発事故で考える─」 .

西洋と東洋の文明観」

池 田 誠

（東洋大学国際地域学部教授）
mikeda@toyo.jp

http://www2.toyo.ac.jp/~mikeda/
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原発被災地域の復旧・復興と西洋と東洋の文明観
という題から、一般的には、

福島における、脱／反西洋文明型の復旧・復興の
提案ではないかと捉えられるかもしれません。

実は、原発被災地は、東日本・・・世界全体・・・。
事故後に脱原発を決定した国や地域もあるが、
事故後も原発を推進している国や地域もある。

従って、この問題に関して、
文明について、東西とは少し違う味方を提案したい。
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巨大地震・大津波・原発事故の違い・・・
大地震の跡・・・阪神淡路・東日本：被災地に住民の姿
大津波の跡・・・東日本：住民の姿が無いか極めて少ない

しかし、直ぐ近くに市町村などがあり、人がいる。
原発事故の跡・・・

地域づくりとモデリング＆シミュレーションが専門

地震や大津波被災地の復旧・復興における地域づくりと、
今後の東海・東南海・南海沖地震に備えた地域づくりと、
脱原発社会に向けた地域づくり（原発依存からの脱却）
は、これまでの専門でもかろうじて対応可能であろう。

しかし、・・・
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この問題に直接応えられる案は持っていないが、

マルチエージェント・シミュレーション＝ＭＡＳは、
一人一人に代わる多様な主体（エージェント）によって、
地域の復旧や復興のプロセスを、様々な前提条件で、
実験（シミュレーション）することができるので、・・・。

個人的には、大津波の被災地の復旧・復興と、
今後の大津波被害が懸念される地域の防災・減災に
応用することを開始している。

いずれの場合にも、大きな疑問は、
私たちは、どこに向かうのか？地球、人類、文明は・・・？
そこで、どのような地域や生活を創っていくべきなのか？
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１万年の地域間交流モデル（１０地域）・・・省略
（贈与・交換・強奪のゲーム論。条件：協調：非協調＝６：４ ）

西洋沖
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東欧

アジア

アフリ
カ

インド

中国 日本

交流圏
の拡大

利得の推移

つまり、「地球的視野で考え、地域で実践行動する」ための視座
そこで、私のこれまでの、もう一つの試みは、ＭＡＳなどで、 .
地球規模の問題や１万年の人類史を再検討してみること（例）

中南米

カ

世界計

西欧 旧ソ 米国 豪加 ラ米 日本 中国 印度 アジア アフリカ

中東

ゲーム論による利得の結果
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最も有名な人類規模のシミュレーションは、
『成長の限界』で有名なワールド・ダイナミックス
これは、１９００年から２１００年位までのモデル

星野先生のご発表でも引用星野先生のご発表でも引用

このモデルを最初に作成した
Ｊ．Ｗ．フォレスターのオリジナル・モデルの改訂
から開始
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地球の有限性：人類が迎える地球文明の変曲点とは何か？

2050年1900年 2000年 2130年

２０５０年の９０億人を
ピークに減少。
２１００年に８０億人

2100年1950年

90億人

60億人

30億人

基本モデル：オリジナル・モデルの1975年以降の資源利用効率を50％アップ、
環境負荷を30％減、死亡率を30％減にして2010年の人口を70億人にした。

文明の
変曲点

理論的には
出生率の低下
死亡率の増加

モデルでは、不条理な死が、平均寿命による死を越える時

2050年1900年 2000年 2130年

資料：Ｊ・Ｗ・フォレスター著『ワールド・ダイナミックス』1972年をもとにモデルを作成

不条理な死

2100年1950年

平均寿命による死

2015年
2億人

１億人

０

→その要因は？
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物的生活水準
食糧

環境汚染

不条理な死が増大する要因＝食糧と物的生活水準の低下

図 死亡乗数

問い：資源制約は物的生活水準だけの低下を加速するか？

環境汚染

混雑：一定に変更
オリジナルでは、

混雑比や汚染比
の影響が大きい。

1900年 2000年 2100年
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産業連関表（10部門）で見る食料とエネルギー

国内総生産 489兆円
農林水産業 7兆円
石油石炭製品 5兆円

資料：総務省統計局「2005年産業連関表取引基本表（生産者価格評価34部門表）」から作成

GNPの
約2.5％が
生命の源
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農林水産業

鉱業
輸入

化学製品石油製品

製造業（ 除： 食品・ 化学・ 石油）

民間消費
支出

飲食料品
一般政府
消費支出

製造業（ 除： 食品・ 化学・ 石油）

貯蓄

国債

投資

産業連関表（10部門）で見る食料とエネルギーの位置づけ
農林水産業7兆円

飲食料品13兆円等を
通じて密接に関連

国内総生産
489兆円

石油石炭製品
5兆円

建設

電力・ ガス
・ 熱供給

運輸

サービス（ 電力・ 運輸を除く ）

国内総固定資
本形成（ 公
的）

国内総固定資本
形成（ 民間）

雇用者所得・ 営業余剰

資本減耗引当

間接税直接税

消費支出

サービス（ 電力・ 運輸を除く ）

財
政

投資

資料：総務省統計局「2005年産業連関表取引基本表（生産者価格評価34部門表）」から作成
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２．エネルギー人口論からみた人口
仮定：世界人口＝ｆ（各時代の一次エネルギー） 一次エネルギーの推移：バイオマス：

1500～1750、石炭：1750～1900、石油：1900～1990、天然ガス：1990～2000

６０

７０

８０

９０

１００億人 2050年

2010年
7０億人

１００億人
天然ガス
原子力・
新エネ

約半数の35億人が石油依存
天然ガス・原子力・新エネ15億人
石炭10億人
バイオマス10億人(2010年時点）

原出所）AngusMaddison（2003），The World Economy: Historical Statistics, OECD，p.259のTable 8bをここに転載したもの。
資料：アンガス・マディソン著、金森久雄監訳『経済統計で見る世界経済2000年史』柏書房、2004, p.411をもとにエネルギー人口論の想定で池田誠推計。

1700年

１０

２０

３０

４０

５０

1750年

1975年

1910年
１０億人

2０億人

55億人

石油

石炭

バイオマス

2050年

→地域別では？
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これらの１０地域の比較では・・・

エコロジカルフットプリントの農地からみる食糧供給力収支

アフリカ
他のアジア
インド
中国
日本
ラ米

資源・食糧の制約が著しい世界の中でどう生き残るか？

出典：マティース・ワケナゲル、ウィリアム・リース著『エコロジカル・フットプリント』2004から集計。1999年
西洋沖諸国は、カナダ・オーストラリア、ニュージーランド。Ａ．マディソンの2000年間の経済統計の区分から使用。

米国と豪州・カナダだけが
食糧の供給力がプラス！
＋ＥＵの西欧諸国が有利
自由主義・民主主義陣営

旧ソ連東欧
西欧
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資源・食糧の制約下で、安心・安全を得るには・・・・？

安全保障、政治・経済・軍事・・・文化・社会で
世界は二分されるのか？

例えば、西洋対東洋、米国対中国、自由民主主義対・・・・

欧米の近代化とその外の地域の前近代性について検討

例えば、Ｔ．パーソンズのパターン変数で
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前近代と近代、東洋と西洋、日本と欧米の比較は？

資料：森下伸也著『社会学がわかる事典』2000のＴ.パーソンズのパターン変数から作成
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A1

Ａ.特性別人数（楽観：濃、悲観：淡）

A2 A3 A4 A5

Ｂ.特性別人数（客観：濃、主観：淡）

行動特性の５因子を用いて、ゲーム論でＭＡＳのシミュレーション
（1,000ステップ。学会誌の特集に掲載）

B2B1 B3 B4 B5 B6

Ｃ.各年の利得（近代：濃、前近代：淡）

Ｅ.文化価値類型（近代：濃、前近代：淡）

C5C3C2C1

D2 D5D4D1 D3 D6

C4 C6 C7 C10C9C8
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行動特性の５因子を用いて、
ゲーム論でＭＡＳのシミュレーションを行うと

近代＝西欧的文化価値類型と
前近代＝東洋的価値類型が交互に出現する。

どちらかの利得が一方的に高い／有利ということはない。

これまでの世界の条件下で、
近代的な価値類型の社会システム＝近代文明が有利
であったに過ぎないのでは？

世界を二分する思考法や、現代の国際関係のベースと
なっている競合国家体制＝国家中心的世界観に疑問！
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では、どうしたらよいか？ キャンベル1.8兆バレルと
ヘイクス・USGS3兆バレルからみたピークオイル

Ｂ：2048年
枯渇

Ａ：2036年
枯渇

Ｄ：2030年
ピーク

Ｃ：2020年
ピーク

ピーク

E：政治・経済
による乱高下

資料：http://www.asponews.org 本村真澄著「ピークオイルを検証する」などから池田誠作成
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2020年
77億人

４－３．世界モデル（フォレスターのイメージ使用）
2015年から条件を更に変更。資源総量半減では。 .77億人

2015年から更なる変更
天然資源利用率50％減、
汚染発生10％減、食料
係数：死亡率：変更なし

2015年から
天然資源の総量
50％減

2015年から天然資源の
総量が10％減なら77億
人をピークにほぼ横ばい。

1900年 2000年 2100年

1970年

48億人

参考文献１：Ｊ・Ｗ・フォレスター著、小玉陽一訳「ワールド・ダイナミックス」㈱日本経営出版会、1972年 参考文献２：Ｄ．Ｈ．メドウズ／Ｄ．Ｌ．メドウズ／Ｊ．ラーンダズ／
Ｗ．Ｗ．ベアランズ三世著、大来佐武郎監訳「成長の限界：ローマ・クラブ『人類の危機』レポート」ダイヤモンド社、1972年 参考文献３：小玉陽一著「BASICによるシステ
ム・ダイナミックス」共立出版、1980年 上記の資料を参考に「世界モデル」を池田誠作成（使用ソフト：ＳｉｍＴａＫＮ２ａｒｔｉｓｏｃ と ａｒｔｉｓｏｃ）

50％減
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億人

科学技術
市場経済
近現代文明
成功ケース

Ａ

Ｂ
文化価値
共生社会
還流文明
転換ケース

単純推計によるエネルギー人口と還流文明・共生社会

ハイリスクＣ＝ハイリターンＡ
が現代文明
中リスク＝中リターンＢ
が還流文明・国際共生社会

Ｃ 科学技術
市場経済
近現代文明
失敗ケース

資料：A.マディソン著『経済統計で見る世界経済2000年史』2004, p.411を参考にエネルギー人口で池田作成
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７．将来への対応
●どこへ向かうか
●どうすべきか
●成長や雇用を重視？？
●資源の節約・リサイクル
・リユース等を重視

●枯渇への軍事的対応？
●局所的ローカルな対応
● 100億人レベルの世界
から10億人レベルの
世界まで

●様々な将来が、推測さ
れる。

→地域レベルのＭＡＳでは
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狩猟採集社会から農耕牧畜社会、農村から都市の形成、
そして百万人都市の形成まで１万年のＭＡＳ
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このモデル化で、分かった最も単純なこと。
1,750年で農耕牧畜の食糧の供給力（生産・保存・加工・
移動等）が倍増する。（コーエンの『新・人口論』等を参考）

例えば、１万年前100人の狩猟採集民がいたとすると、
単純計算で、8,000年前には100人が農耕牧畜だけで生
活できるようになる。周辺の狩猟採集民は100人のまま。活できるようになる。周辺の狩猟採集民は100人のまま。
6,000年前には100人の農耕牧畜民が、もう100人の人々
（食糧に携わらない人々）を養うことができるようになる。

そのときに、土地を小分けして、200人で農耕牧畜を行う
地域と、そうでない地域＝町や都市とに分かれる。

細分化する傾向が強い地域は、さらに時代が進んでも、
農村的地域が主流のまま推移する。
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農村型社会と都市型社会の違いが、
文明や社会システムの根本的な差異

食糧の自給自足＝農林漁村的共同体を重視する人々

日本だけではない。英国のトランジッション・タウン、米国
のサステイナブル・コミュニティ、デンマークのロラン島等
国家を越えて連帯できる人々
・・・農林漁村型地域づくり、食糧重視、有限性の再認識

都市文明を、農林漁村型社会のネットワークで変えていく
エネルギー多消費の食糧生産（農林漁）から
有機・低エネルギー・労働集約的な食糧生産（農林漁）に
食糧やエネルギーの地域循環をできるだけ実現していく
このような地域づくりが、地球規模の危機への一対応策
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まとめ：巨大地震・大津波・原発事故

文明への疑問・・・物質やエネルギーに過大に依存
地球の有限性（ピークオイルなど）

環流文明研究会＝文明の収奪性＝西欧文明への疑問

農耕牧畜化から２つの流れ・・・農林漁村型と都市集中型農耕牧畜化から２つの流れ・・・農林漁村型と都市集中型

被災地の復旧・復興における地域づくりと、
今後の脱原発社会に向けた地域づくりや
東海・東南海・南海沖地震に備えた地域づくりの重点

1997年に高知県で土佐発地球づくり＝四万十化を提案、
流域圏学会を中心に環流文明研究会とも実践化を推進
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「農林漁村と町の循環的人間関係の社会・文化」対
「巨大都市や大国の収奪的競争的政治・経済・軍事」で
世界を見直すことが文明を転換する一つのカギになる。
原発に依存する地域や都市、国家からの脱却は、
前者を少しずつ実現して世界的に広めていくことや
後者を平和共存的問題解決の方向へと導いていく
ことへの真摯な努力無くしては実現しない。

西洋沖
諸国

ＵＳＡ

中南米

西ヨー
ロッパ

旧ソ連
東欧

アジア

アフリ
カ

インド

中国 日本

世界計

ご静聴ありがとうございました。 （20111124加筆訂正版）


