
 

 

 

国際シンポジウム 

「持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み 

 - 海洋のサステイナビリティを中心に」 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

Public Engagement for the Global Goals 

with a Special Focus on Sustainable Oceans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2017 年４月 19 日（水） 14:00～17:30 

国連大学  ウ・タント国際会議場 

 

主催：国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） 

スウェーデン大使館 

協力：国連広報センター (UNIC) 

 

 

 

19 April, 2017   14:00-17:30 

U Thant International Conference Hall, United Nations University 

 

 

 

Organizers: United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS), 

Global Environment Outreach Centre (GEOC), Embassy of Sweden 

 

Supporter: United Nations Information Centre (UNIC), Tokyo 

  



 

プログラム 

 
司会：竹本和彦（国連大学サステイナビリティ高等研究所 UNU-IAS 所長） 

14:00－14:20 開会挨拶  

  デイビッド・マローン（国連大学学長・国連事務次長） 

  スウェーデン ヴィクトリア皇太子 （SDG アドボケイト） 

 

14:20－15:00 基調講演 

  ヨハン・ロックストローム （ストックホルム・レジリエンスセンター所長） 

 

15:00－15:15 休憩 

 

15:15－16:00 パネルディスカッション＃１ 

  「持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取り組みと啓発」 

   モデレーター：根本かおる(国連広報センター所長) 

   パネリスト： 

     ヨハン・ロックストローム（ストックホルム・レジリエンスセンター所長） 

  蟹江 憲史（UNU-IAS シニアリサーチフェロー、慶應義塾大学教授） 

  堅達京子（NHK チーフ・プロデューサー） 

     根本かおる（国連広報センター所長） 

 

16:00－17:20 パネルディスカッション＃２ 

   SDGs 目標 14「海の豊かさを守ろう」 

モデレーター：ウィルフ・スワーツ（笹川平和財団海洋政策研究所海洋環境部長） 

パネリスト： 

     勝川 俊雄（東京海洋大学准教授） 

     石井幸造（MSC 日本事務所プログラム・ディレクター）  

     ヘンリク・オステルブロム（ストックホルム・レジリエンスセンター科学副部長） 

     高田 秀重（東京農工大学教授） 

     前川美湖（笹川平和財団海洋政策研究所海洋研究調査部主任研究員） 

      

 

17:20 – 17:30 閉会挨拶  

   竹本和彦（国連大学サステイナビリティ高等研究所 所長） 

 

 

 

 



 

スピーカー プロフィール 

デイビッド・マローン博士(国連大学学長・国連事務次長) 

2013 年に国連大学第 6 代学長（国連事務次長）に就任。前職はカナダ国際開発研究セン

ターの総裁(2008～2013 年)。国連経済社会理事会のカナダ代表、国連のカナダ大使お

よび代表部次席代表、さらにカナダ外務・国際貿易省の政策、国際機関、地球規模問題

局局長、ニューヨークの国際平和アカデミー所長などを歴任。インドの外交政策、国際

開発、平和と安全保障問題、国連安全保障理事会に関して幅広く論文等も発表している。 

 

竹本和彦博士 (国連大学サステイナビリティ高等研究所所長) 

2014 年 1 月に国連大学サステイナビリティ高等研究所の初代所長として就任。同研究所

においては「持続可能な開発目標」(SDGs) 達成に向けた各種政策指向型研究及び人材

育成の推進に取り組んでいる。 

国連大学に奉職前は、環境省環境管理局長や地球環境審議官として気候変動、生物多様

性、越境大気汚染といった地球環境問題に関する国家戦略など、持続可能な社会実現に

向けた政策立案に取り組んだ。現在東京大学客員教授 (IR3S)、SDSN Japan 事務局長

などを兼務。 

 

スウェーデン ヴィクトリア皇太子(ヴェステルイェートランド公爵夫人) 

ヴィクトリア皇太子は現国王カール 16 世グスタフと王妃シルヴィアの第 1 子であり、ス

ウェーデン王位継承第一位（王太子）である。 

国連の持続可能な開発目標のアドボケイト（グローバル大使）である。 

ヴィクトリア皇太子はイェール大学で政治学と歴史を学び、スウェーデン外務省の外交

官養成課程を受講した。ウプサラ大学より学士号を取得している。 

 

ヨハン・ロックストローム博士（ストックホルム レジリエンス センター所長・ストッ

クホルム大学環境科学教授） 

ロックストローム博士は、レジリエンス研究の世界的研究拠点であるストックホルム・

レジリエンス・センターの所長であり、ストックホルム大学で環境科学（とくに水資源

と地球持続可性）の教授を務めている。2004 年から 2012 年までストックホルム環境研

究所の所長を務めていた。球規模の持続可能性の問題について国際的に認められている

気鋭の科学者である。2009 年には、国際的に知名度の高い科学者チームを率いてプラネ

タリー・バウンダリーの枠組みを開発し、2015 年に更新。地球規模の問題に注目する前

は、水資源に乏しい地域（とくに開発途上国）におけるレジリエンス強化戦略の構築に

ついての研究を先導する研究者として活躍してきた。地球環境変動、レジリエンスとサ

ステイナビリティ、農業水管理、 流域水文学、グローバルな水資源と食料生産、生態水

文学などに関して多くの研究業績がある。 



パネル 1 

根本かおる（国連広報センター所長) 

東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大学院より国際関係論修士

号を取得。1996 年から 2011 年末まで国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）にて、ア

ジア、アフリカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部門か

らの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP 国連世界食糧計画広報官、国連 UNHCR

協会事務局長も歴任。フリー・ジャーナリストを経て 2013 年 8 月より現職。 

 

 

蟹 江 憲 史 （ 慶 應 義 塾 大 学 大 学 院 政 策 メ デ ィ ア 研 究 科 教 授 、                               

国連大学サステイナビリティ高等研究所シニアリサーチフェロー） 

Earth System Governance プロジェクト科学諮問委員、 Future Earth SDGs 

Knowledge Action Network 共同議長などを兼任。専門は国際関係論、地球システム・

ガバナンス。特に、気候変動やサステイナビリティに関する国際制度研究に重点を置く。 

 

 

堅達京子 (NHK チーフ・プロデューサー) 

1988 年に NHK に入局以来報道番組のディレクターとして NHK スペシャル等を担当。

2006 年からプロデューサーとして気候変動問題や持続可能な開発をテーマに様々な番

組を制作。この夏、フランスの海洋探査船タラ号の特集番組を放送予定。 

 

 

 

パネル 2 

ウィルフ・スワーツ（笹川平和財団海洋政策研究所海洋環境部長） 

笹川平和財団海洋政策研究所にて、違法漁業から沿岸地域の食糧と経済安全保障まで地

球規模の水産業について政策研究を行う海洋環境部の部長を務める。漁業、養殖産業に

おける企業の社会的責任とサプライ・チェーン管理戦略に関する研究を行った。またス

イスの WTO の研究員の経験もある。 

 

 

勝川 俊雄（東京海洋大学准教授） 

東京海洋大学 産学地域連携推進機構 准教授。東京大学で博士号取得。東京大学海洋研

究所助教、三重大学生物資源学部准教授を経て現職。水産資源の持続的利用に関する研

究を行う。 

 

 



石井幸造（MSC 日本事務所プログラム・ディレクター） 

財団法人国際開発センターにて主任研究員として開発途上国での地域振興や資源保護に

関するプロジェクトに従事した後、2007 年 5 月の MSC 日本事務所開設時より現職。プ

ログラム・ディレクターとして日本のおける MSC 認証の普及に努める。 

MSC は、世界的に減少傾向にある水産資源の維持・回復に向け、認証とエコラベル制度

を通じて持続可能で環境に配慮した漁業の普及を進めている国際的な非営利団体。現在、

MSC の認証を取得した漁業による漁獲量は、世界の食用向け天然魚漁獲量全体の約 10%

まで拡大。 

 

 

ヘンリク・オステルブロム（ストックホルム・レジリエンスセンター科学副部長） 

海洋生物学者としてスタートし、ストックホルム・レジリエンスセンターで科学副部長

を務めると同時に准教授。海洋の生態系と社会がローカル、地域、地球規模で相互にど

う作用するかを調査している。また社会科学の学説と手法を用いて海洋の持続可能性の

問題に取り組んでいる。特に多国籍企業の役割とそれらがいかに持続可能な開発目標達

成に貢献できるかに関心を寄せている。 

 

 

高田 秀重（東京農工大学教授）          

東京農工大学農学研究院 環境資源科学科教授。現在の研究テーマは人為起源有機化合物

の環境動態。2015 年「マイクロプラスチックによる海洋汚染の研究及び海洋環境保全へ

の貢献」で海洋立国推進功労者表彰内閣総理大臣表彰。1998 年からプラスチックと環境

ホルモンの研究を開始し、2005 年以来 International Pellet Watch を主宰している。

2012 年から、国連の海洋汚染専門家会議(GESAMP)のマイクロプラスチックのワーキン

ググループのメンバーとして、海洋プラスチック汚染の評価を行っている。信条は、現

場百ぺん、予防原則、No-single use plastic! 

 

 

前川美湖（笹川平和財団海洋政策研究所海洋研究調査部主任研究員）  

国連開発計画（UNDP）中国事務所にてプログラム・オフィサー、UNDP ルワンダ事務所

で、「常駐代表補佐」兼「環境・エネルギー部長」として勤務。東京大学 総括プロジェ

クト機構 「水の知」（サントリー）総括寄付講座特任助教等を経て笹川平和財団。 

主な担当内容は海洋環境政策、気候変動、海洋の持続可能な管理、国家管轄権外区域の

海洋生物多様性。 

 


