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人新生
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人新生 Anthropocene

地球は今や人間活動によって支配されている。人間による地

球システムの変化は多面的、複雑、相互作用的で、指数関数的
な比率で進み、グローバルに有意な規模で進んでいる場合が多
い。それはあらゆる地球システムの要素−土地、沿岸域、大気
及び海洋−に影響を及ぼしている。
この変化をもたらしている人間の推進力は、最近のものであ

るとともに最大のものであり、同じく複雑、相互作用的で、通
信を通じて世界中を席巻している。その大きさ空間スケール、
人間に起因する変化のペースは人類史上そしておそらく地球の
歴史上かつて経験したことのないものである。地球システムは
今や過去から全く類推できない状態にある。

W.Steffen et al.(2004) Global Change and the Earth System: A Planet 
under Pressure.
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デカップリングか崩壊か？
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Steffen,W. et al. (2015)The trajectory of the Anthropocene: 
The Great Acceleration, The Anthropocene Review, 2(1).

Will the next 50 years bring the Great Decoupling or the Great Collapse?
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我々の世界を変革する: 
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動
計画である。これはまた、より大きな自由における普遍
的な平和の強化を追求するものでもある。我々は、極端
な貧困を含む、あらゆる形態と側面の貧困を撲滅するこ
とが最大の地球規模の課題であり、持続可能な開発のた
めの不可欠な必要条件であると認識する。
すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同

的なパートナーシップの下、この計画を実行する。我々
は、人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制から解き放ち、地
球を癒やし安全にすることを決意している。我々は、世
界を持続的かつ強靱(レジリエント)な道筋に移行させる
ために緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段をとること
に決意している。我々はこの共同の旅路に乗り出すにあ
たり、誰一人取り残さないことを誓う。

8



今日我々が発表する17の持続可能な開発のための目標
(SDGs)と、169のターゲットは、この新しく普遍的なア
ジェンダの規模と野心を示している。これらの目標と
ターゲットは、ミレニアム開発目標(MDGs)を基にして、
ミレニアム開発目標が達成できなかったものを全うする
ことを目指すものである。これらは、すべての人々の人
権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児の能
力強化を達成することを目指す。これらの目標及びター
ゲットは、統合され不可分のものであり、持続可能な開
発の三側面、すなわち経済、社会及び環境の三側面を調
和させるものである。

これらの目標及びターゲットは、人類及び地球にと
り極めて重要な分野で、向こう 15 年間にわたり、行動を促進
するものになろう。
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Goal 1: End poverty in all its forms everywhere
Goal 2: End hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at 
all ages
Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all
Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and 
girls
Goal 6: Ensure availability and sustainable management for 
water and sanitation for all
Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and 
modern energy for all
Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment and 
decent work for all
Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation
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Goal 10: Reduce inequality within and among countries
Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable
Goal 12: ensure sustainable consumption and production 
patterns
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its 
impact
Goal 14: Conserve and sustainable use the oceans, seas, and 
marine resources for sustainable development
Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reserve land degradation and 
halt biodiversity loss
Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and 
build effective, accountable and inclusive institutions at all 
levels
Goal 17: Strengthen the means of implementation and 
revitalize the Global Partnership for Sustainable Development
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