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2015年、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」、「パリ
協定」、「仙台防災枠組」の策定プロセスに重要な貢献を果たしました。国連大学の創立40周年を記念して、10月には
天皇皇后両陛下が本学へ行幸啓になりました。また11月には、2030アジェンダの実施に関する特別シンポジウムが
開催されました。私たちはこのような活動の実績を活かし、2016年以降も、研究・政策立案・能力開発に関する活動を
さらに進展させ、前進して参ります。

10月に第２回評議会会合が開催され、本研究所の研究教育活動を推し進めていくための指針となる戦略計画が承認
されました。この計画は、私共の活動全体を引き続き支える骨格となる、サステイナビリティ学を強調した計画でも
あります。またこの計画に沿って、学術的卓越性と政策志向型の研究を結びつけていくことにも力を注いでいきます。
さらに国際社会における主要議題に取り組むための学際的な知識を生み出しながら、科学に基づいた知見を政策
立案の過程に活かされるよう発信して参ります。具体的には次の3つの政策課題に重点を置き、新しい戦略計画を
行動に移していきます。 

第1の政策課題は、「2030アジェンダ」です。本研究所は、このアジェンダの中核となる「持続可能な開発目標（SDGs）」
の実施のために必要な重層的な制度的構造や科学と政策とのつながりなどに関する研究を進めていきます。また、
持続可能な開発目標（SDGs）に関する教育および知識生成を推進するとともに、持続可能な都市の水環境に関する
政策ツールを開発します。

所長メッセージ
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第2の政策課題は、生物多様性と生態系サービスです。「生物多様性を保全するための戦略計画2011-2020」の中核を
なす生物多様性条約（CBD）の「愛知目標」の達成に向けた取り組みを続けて参ります。主に、国連加盟国の関連活動の
実施を支援し、本研究所の世界的ネットワークを活用するなかで収集した事例の分析をもとに、政策提言を行います。
また、「生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）」に関する国・地域・地球
規模での科学的評価に寄与し、参加型シナリオ構築のための戦略を開発していきます。

第3の政策課題は、気候変動および災害リスク軽減であり、低炭素技術の国際協力を推進し、アフリカの半乾燥地域に
おいて気候変動への適応のため統合的戦略を構築することにより、「パリ協定」の実施に寄与します。また、リスクコミュニ
ケーションおよび災害後の復興プロセスに関する研究を通して、「仙台防災枠組」の実施にも貢献します。

大学院プログラムについては、既に大学院としての教育活動が定着しており、今後の更なる発展が期待できます。
東京大学、上智大学、国際基督教大学（ICU）等の国内の主要大学との連携により、学生にはさまざまな研究や教育の
機会が増えていきます。2015年3月に大学評価・学位授与機構（NIAD-UE）より、同機構が定める基準をすべて満た
しているとの評価を受け、認定証を受理しました。

本研究所は、これらの優先課題に重点を置きながら、研究・政策立案・能力開発を通じて、持続可能な未来の構築に
貢献できるよう尽力いたします。また、「2030アジェンダ」や「パリ協定」のように、国際社会における大きな課題に
取り組む国際的プロセスを支援するために全力を尽くす所存です。

最後に、UNU-IASを代表し、日頃より本研究所を支えて下さっている皆様へ心からお礼申し上げます。また、所内の
活動に献身的に取り組んでいる所員・フェロー・学生たちにも感謝します。設立されてからの2年間で本研究所は大きく
前進しましたが、皆様のご支援を励みに、 2016年以降も微力ながらさらなる発展と成功に向けて指揮を執って
参ります。

竹本和彦
国連大学サステイナビリティ高等研究所 所長
2016年3月
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UNU-IASについて

国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）は、東京を拠点とする先導的な研究・教育機関です。UNU-IAS

の使命は、サステイナビリティとその社会的・経済的・環境的側面に注目しながら、 政策対応型の研究と能力開発を
通じて、持続可能な未来の構築に貢献することです。また、国際的な政策決定や議論に有益で革新的な貢献を果たし、
国連システムの優先課題に取り組むことにより、国際社会に奉仕しています。

本研究所の活動には、「持続可能な社会」・「自然資本と生物多様性」・「地球環境の変化とレジリエンス」という3つの
テーマがあります。これらの分野において、先進的な研究手法と革新的なアプローチを使って、従来型の思考に挑み、
新しい地球規模課題のための独創的な解決策を生み出そうとしています。これらの研究・教育・トレーニングでは、
サステイナビリティに関わる広範な分野の専門知識を結集させながら、研究者と提携機関の世界的ネットワークを
活用しています。

さらに、大学院教育を通じて、学際的な理解と技術的スキルを備えた国際的なリーダーを育成しています。こうした
能力は、サステイナビリティの問題に挑み、独創的な解決策を生み出すうえで重要なものです。本研究所では、日本や
その他の国々の主要大学との緊密な協力のもと、修士・博士課程、ポスドクフェローシップ・短期コースを実施して
います。

アプローチ
UNU-IASは、研究・教育・トレーニングにおいて、国連とその加盟国の
政策に結びついた問題を対象としています。本研究所の活動は、学際
性・先進性・戦略性を特徴としており、サステイナビリティに関して政策
立案者が取り組むべき将来的課題の解決の方向性を明確にすること
を目的としています。本研究所の専門知識と提携機関の世界的ネット
ワークとを組み合わせた協調的なパートナーシップは、すべての研究
教育活動の欠かせない基盤であるとともに、大きな特徴でもあります。 

 

国連大学の研究所
グローバルなシンクタンクであるとともに大学院教育機関でもある
国連大学は、世界12カ国に拠点を置く13の研究所とプログラムで構成
されています。UNU-IASは、サステイナビリティに関する課題に取り
組むことを使命とした国連大学の研究所です。
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組織
UNU-IASは2014年1月1日に設立されました*。東京の国連大学本部を本拠地とし、石川県金沢市にもオペレーティング・
ユニット（OUIK、13ページをご覧ください）を置いています。OUIKは、2008年4月に石川県と金沢市の支援を受けて
設立され、生物文化的多様性の持続可能な活用に関する研究と政策立案を行っています。

* UNU-IASは、既存の2つの国連大学研究所（横浜の国連大学高等研究所と、東京の国連大学サステイナビリティと平和研究所）の統合により
設立されました。UNU-IASは、これら2つの研究所と、それ以前に国連大学が40年以上にわたって積み上げてきた学術活動を引き継ぐ形で
生まれました。

スタッフ
2015年12月現在、92名のスタッフがいます。そのうちの20名は開発
途上国出身者で、男性34名、女性58名です。

財源
UNU-IASの活動は、政府、国連機関、国際組織、およびその他の財源
からの任意拠出金で支えられています。主要な資金拠出者のリストは、
25ページをご覧ください。

評議会
評議会の役割は、UNU-IASの戦略的方向性と学術・政策活動に関
する指針を示し、科学的卓越性を確保することです。評議会は、予算や人事などの運営上の問題について助言を行い、
活動報告、戦略計画、作業プログラムを検討します。評議会は年1回招集され、2015年の会合は10月23～24日に開催
されました。評議会メンバーのリストは、25ページをご覧ください。
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2015年 UNU-IASのハイライト

持続可能な開発： 

持続可能な開発のための2030アジェンダ
9月に国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」と17個の持続可能な開発目標（SDGs）の
策定と実施に寄与しました。「持続可能な開発のためのガバナンス（GSD）」プロジェクトでは、SDGsの達成に向けた
組織構造についての研究を進め、国連加盟国と協力して各国内の目標の策定に取り組みました。このプロジェクトは、
持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN）やフューチャー・アースなどのパートナーとの緊密な協力の
もとで実施され、2030アジェンダのフォローアップ・レビュープロセスに向けて、科学と政策の連携を模索しています。 

GSDプロジェクトは、2015年にルンドとボンでワークショップを開催し、複数の公開イベントを国内で開催しました。
2016年の初めにはUNU-IASとSDSNがクアラルンプールでシンポジウムとワークショップを開催し、SDGsを各国
の状況に適応させる方法・科学・技術・イノベーションの役割を探りました。また、「持続可能な開発のための教育
（ESD）」プロジェクトを通じて2030アジェンダにも貢献しました。ESDプロジェクトでは、「持続可能な開発のための
教育に関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）パートナーネットワーク」の作業計画の作成を支援すると
ともに、政策立案者のためのeラーニングに関してアジア開発銀行と協力しました。

詳しくはこちらをご覧ください：

持続可能な開発のためのガバナンス＞10ページ
持続可能な開発のための教育＞10ページ
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生物多様性と生態系： 

生物多様性条約（CBD）と生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）
生物多様性条約（CBD）愛知目標の達成に向けた取り組みを進め、IPBESの科学的評価プロセスを構築しました。
また、CBD加盟国が提出した「生物多様性国家戦略及び行動計画（NBSAPs）」のレビューにおいてCBD事務局を支援
するとともに、「社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープにおけるレジリエンス指標に関するツールキット」を
作成し、地域コミュニティーによるCBDアジェンダの実施をサポートしました。IPBESのアジア太平洋地域評価で
は執筆チームの一員として、また、8月に行われた第1回執筆者会合の主催を通じて、評価プロセスに貢献しました。
さらに、CBDやIPBESのプロセスにさらに寄与すべく、184のメンバーからなる「SATOYAMAイニシアティブ国際
パートナーシップ（IPSI）」の事務局として、メンバーから寄せられたケーススタディを編集しました。

7月には、大規模な共同プロジェクトが 地球環境ファシリティ（GEF）により資金提供を受け、国際的な資金提供機関
との新たな協力体制を築きました。この「GEF-SATOYAMAプロジェクト」は、コンサベーション・インターナショナル・
ジャパン（CI ジャパン）と地球環境戦略研究機関（IGES）との協力のもと、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの特定の
生物多様性ホットスポットの保全に貢献します。

詳しくはこちらをご覧ください：

IPBESの科学的評価＞12ページ
国際SATOYAMAイニシアティブ＞12ページ

ストックホルム・レジリエンス・センター所長のヨハン・ロックストローム、「2030アジェンダ」と「地球の限界
（planetary boundaries）」についてUNUにて講演。
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気候変動： 

パリ協定
2015年12月に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の締約国により採択されたパリ協定など、気候変動に関する国際
的な議論や政策過程に寄与しました。また、6月には新たなプロジェクト「低炭素技術移転（LCT）」を立ち上げ、開発
途上国に低炭素技術を普及するための戦略促進とパートナーシップ構築の取り組みを開始しました。ベルリン、ロン
ドン、横浜でLCTの会合とワークショップが開かれ、最初の研究成果がパリ気候変動枠組条約締約国会議のサイド
イベントで発表されました。さらにUNU-IASは、ガーナでの研究を通じて気候変動適応にも取り組み、サハラ以南
アフリカの半乾燥地域におけるレジリエンスを強化するための統合的戦略の構築に力を注ぎました。「アフリカ半乾燥
地域における気候・生態系変動の予測・影響評価と統合的レジリエンス強化戦略の構築（CECAR-Africa）」プロジェ
クトの研究成果は、8月にガーナのタマレで開催されたワークショップで公表されました。このワークショップでは、
提言の実施に向けた政策立案者とコミュニティーとの連携も強化されました。

詳しくはこちらをご覧ください：

低炭素技術移転＞15ページ
CECAR-Africa＞14ページ

災害リスク軽減（DRR）： 

仙台防災枠組2015-2030
仙台で開催された「第3回国連防災世界会議」（WCDRR、3月14～18日）と、同会議で採択された「仙台防災枠組2015-

2030」の策定に寄与しました。本会議では、生態系をいかした災害リスク軽減・水循環管理・災害リスク軽減における
教育の役割・災害復旧プロセスにおける社会経済的課題のテーマで、サイドイベントを開催しました。また、東日本
大震災と福島第一原子力発電所の事故が人々や社会に与えた影響を調査している「FUKUSHIMAグローバルコミュニ
ケーション（FGC）事業」では、本会議用の出版物を作成し、FGCの政策提言が仙台防災枠組みの最終文面に含まれ
ました。11月には、原発事故に関連したリスクコミュニケーションについてのFGCの研究ワークショップが開催され、
計14本のワーキングペーパーが発表されました。

詳しくはこちらをご覧ください：

FUKUSHIMAグローバルコミュニケーション事業＞14ページ
アジアにおける気候・生態系変動適応研究のための大学ネットワーク（UN-CECAR）＞16ページ
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研究と政策立案
 Research & Policy Development

1   持続可能な社会
        社会の環境的・社会的・経済的な持続可能性を
        高めるような変化を模索する。

2   自然資本と生物多様性
        今の世代と将来の世代がともに恩恵を受けることができるよう、
       生物多様性と生態系の持続可能な利用を促進する。

3   地球環境の変化とレジリエンス
        気候変動に対処し、コミュニティのレジリエンスを高め、
        災害リスク軽減のアプローチを提案する。



持続可能な開発のためのガバナンス（GSD）
このプロジェクトは、2015年9月に国連加盟国により採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施に
向けたガバナンス構造を構築するとともに、このグローバルなビジョンの実践と17個の持続可能な開発目標（SDGs）の
達成を後押ししています。また、フォローアップ・レビュープロセスに重点を置きながら、SDGsの達成に向けた科学と
政策の連携の構築にも取り組んでいます。2015年の研究では、SDGsを効果的に実施するための縦型の組織的連携の
必要性と、地域機関の役割が明らかになりました。

ルンドで開催されたワークショップ（3月8～9日）では、国内レベルと国際レベルの連携や科学と政策のインターフェ
イスの役割といったガバナンスに関わる問題に注目しつつ、SDGsの実施に関わる課題を検討しました。これらの
問題は、UNU-IASでの公開シンポジウム（10月24日）で取り上げられ、2030アジェンダの実施に科学的な情報を
組み込む方法について議論が行われました。さらにボンの国連大学環境・人間の安全保障研究所（UNU-EHS）でワーク
ショップを開催した際には、11の国連大学の研究所から21名の研究者が集まり、SDGsに関する研究協力を強化しま
した（3月5～6日）。また、持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN）と財団法人地球環境戦略研究機関
（IGES）の協力のもと、「第7回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP 2015）」で本会議を共催しま
した。この会議では、著名な講演者を招き、SDGsの達成に向けて克服すべき課題について議論しました（7月28日）。 

GSDプロジェクトの一環で、クアラルンプールでのシンポジウムとワークショップをSDSNと共催し、SDGsを各国の
状況に適応させる方法について議論しました（2016年2月29日～3月1日）。同シンポジウムでは、各国における実施に
ついて話し合われ、科学、技術、イノベーションの役割の重要性が明らかとなりました。その後のワークショップでは、
各国のSDGs実施態勢、ステークホルダーの役割、フォローアップ・レビュープロセス、および世界・国・地域レベルの
実施の連携といったテーマが取り上げられました。

持続可能な開発のための教育（ESD）
本研究所は、ユネスコの協力のもと、2003年から持続可能な開発のための教育（ESD）を推進してきました。ESDに
関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）へ、パートナーネットワークのメンバーとして貢献し、パリで開催
されたパートナーネットワークの第1回会合（5月26～27日）では、GAP優先行動分野の活動計画を策定しました。
2015年初めには、教育・学習と開発の間の隔たりをなくすことによってSDGsの実施に貢献することを目的とした
新たな戦略方針・行動計画を策定しました。この計画は、グローバルなマルチステークホルダーネットワークである
「ESDに関する地域拠点（RCE）」（2015年11月時点でメンバー数は138）と、「アジア太平洋環境大学院ネットワーク
（ProSPER.Net）」という2つの主要イニシアチブを通じて実施されています。フィリピン（3月）、スウェーデン（7月）、
および米国（8月）、ウガンダ（10月）、で開催されたRCE会議では、SDGsの実施に必要な教育に関する戦略が策定
されました。他方、ProSPER.Netは、横浜で開催されたシンポジウム（7月27日）とマレーシアのサバ州で開催された
リーダーシップ・プログラム（8月23～29日）で若手専門家の研修を実施しました。 

1   持続可能な社会
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研究と政策立案

ESDプロジェクトは、政策立案者を対象とした「持続可能な
開発と気候変動に関するアジアリーダーシップ・プログラ
ム」に関してアジア開発銀行と協力し、eラーニングの内容
に関して技術的および専門的な知識を提供しました。また、
「持続可能な消費と生産に関するプログラムの10年枠組み
（10YFP）の持続可能なライフスタイルと教育プログラム」、
ならびに「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間
科学政策プラットフォーム（IPBES）」にも寄与しました。

アフリカの持続可能な開発のための教育（ESDA）
ESDAプロジェクトは、国連大学との連携の下でアフリカの主要8大学により設立された3つの共同修士課程プログ
ラムの実施を通して、アフリカ諸国の持続可能な開発のための専門的人材育成を推進しています。このプロジェクト
には、アフリカとアジアの若手研究者による持続可能な開発に関する共同研究を支援する「次世代研究者（NGR）」
イニシアチブが含まれます。 

ESDAプロジェクトが日本学術振興会と南アフリカ国立研究財団と東京で共催した「2015年グローバルリサーチカウン
シル年次会合」の円卓会議では、アフリカの教育・研究能力を構築する方法を模索しました（5月26日）。また、バーゼル
で開催された「第5回世界サステイナビリティフォーラム」では、NGRイニシアチブについての発表を行いました
（9月7～9日）。

持続可能な水と都市のためのイニシアチブ（WUI）
このプロジェクトは、水質や都市洪水などを含む都市の水環境について、その将来予測のための科学的ツールを作成
することにより、持続可能な都市の開発を推進します。また、急速に発展するアジアの都市に焦点を合わせ、都市部に
持続可能な水環境を構築・改善することの価値を評価します。人口増加・都市化・低炭素技術といった課題を踏まえて、
アジアの開発途上国における都市の水環境改善に向けた能力開発を行います。

2015年には、2014年に選定された4都市に加え、新たに中国の南京とインドネシアのメダンを対象にケーススタディ
を開始しました。また、インドにおける対象都市選定のための実現可能性調査を実施しました。ケーススタディの対象
都市では、ステークホルダー会合やワークショップを開催し、現地における水環境の現状や関連政策・対策を分析する
ことにより、当該都市におけるさまざまな水環境の問題について理解を深めました。さらに2015年には、東京で開催
された「サステイナビリティ学国際会議」のセッション（1月23日）や、日本政府とCDPとの共催による「JAPAN Water 

Style」サミット（10月22日）などのイベントを開催しました。同サミットでは、水管理の改善に向けた民間企業と地方
自治体の協力を推進しました。また、「第6回アジア太平洋都市フォーラム」（10月19～21日）や、「ハビタットⅢアジア
太平洋地域準備会合」（10月21～22日）（どちらもジャカルタで開催）などの国際的なイベントにも参加しました。
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国際SATOYAMAイニシアティブ（ISI）
このプロジェクトは、生物多様性の保全と人間の福利の向上を目指して、社会生態学的生産ランドスケープ・シース
ケープ（SEPLS）の維持と回復を推進しています。同プロジェクトは、184のメンバーからなる「SATOYAMAイニシア
ティブ国際パートナーシップ（IPSI）」の事務局として、ガーナ・アクラでの地域ワークショップ（8月10～12日）、
ならびにいくつかの国際的なワークショップや会議を開催しました。カンボジア・シェムリアップで開催された「IPSI

第6回定例会合」（IPSI-6、2016年1月12～14日）では、SEPLSの管理に関するプレゼンテーションが行われました。
これらは「IPSI行動計画2013–2018」の中間レビューの作成にも寄与しています。メンバーから寄せられた80件の
ケーススタディを分析した結果は、生産ランドスケープ・シースケープの持続可能な管理のための教訓を示した報告
書として発表されました。また、「Satoyama Initiative Thematic Review」シリーズの第1号も出版され、SEPLSの
管理を改善するための知識強化をテーマとしたケーススタディが紹介されました。

UNU-IASは2015年の終わりに、新たなプロジェクト「GEF-SATOYAMAプロジェクト」の活動を開始しました。この
プロジェクトでは、コンサベーション・インターナショナル・ジャパン（CI ジャパン）および地球環境戦略研究機関（IGES）
と共に、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアの特定の生物多様性ホットスポットのSEPLSにおける生物多様性と生態系サー
ビスの保全と持続可能な利用、ならびに人間の福利の向上に取り組んでいます。

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）の科学的評価
本研究所は、2011年から、ユネスコ・国連環境計画（UNEP）に加え、日本・韓国・ 南アフリカ政府と連携し、一連の
国際的な専門家ワークショップを通じて、IPBESの科学的評価プロセスの構築を主導しています。ユネスコとともに
参加型シナリオに関するワークショップを開催し、第一線の専門家25名がIPBESの評価プロセスのための情報を提供
しました（6月15～17日）。また、東京で開催した国際ワークショップ（6月17～19日）では、生物多様性と生態系サー
ビスのシナリオについて能力開発ネットワーク「ScenNet」を立ち上げました。本研究所の5名の専門家が、アジア
太平洋地域における生物多様性と生態系サービスに関する知識状況の重要な評価文書である「IPBESアジア太平洋
地域評価」の筆頭執筆者に指名されました。また、130名を超える専門家を集めた第1回執筆者会合では、同評価プロ
セスの開始に貢献しました（8月17～21日）。 

生態系サービスのシナジーとトレードオフ評価によるローカルガバナンスの構築
このプロジェクトは、日本の石川県能登半島のSATOYAMA（社会生態学的生産ランドスケープ）に注目し、生態系サー
ビスのローカルガバナンスを分析しています。東京で開催された「社会生態学的生産ランドスケープにおける食料
生産・消費、社会的ネットワークと生態系サービスの持続的利用に関する国際シンポジウム」（2月20日）では、同プロ
ジェクトの研究成果が共有され、開発途上国と先進国の両方における生態系サービスの持続可能な利用について議論が
行われました。生態系サービスの利用状況と農村部の産業や生活基盤の変化について調べるため、七尾市で世帯調
査が行われました。同プロジェクトの研究成果は国際会議で発表されるとともに、能登半島の地方自治体とも共有され、

2   自然資本と生物多様性
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一部の自治体はこれらの成果を政策に採り入れました。また、IPBESの評価をはじめとする、国レベルや国際レベル
の生態系サービス評価にも貢献しました。

農業多様性とサステイナビリティ
農業多様性とは、農業者が、気候・生態系変動に適応できるような柔軟性とレジリエンスをもたらす生物学的・技術的・
制度的要素を統合して、環境の多様性を活用する方法を指します。このプロジェクトは、東南アジア大陸部山岳地域
における気候変動と生物多様性損失の問題を解決するために、森林管理における農業多様性の潜在力を研究してい
ます。中国の景洪市で開催されたワークショップ（11月17～18日）では、中国、インド、ラオス、ミャンマー、タイの
専門家が一堂に会し、持続可能な森林の管理と修復のベストプラクティスを特定・構築しました。沖縄県でフクギに
関するフィールド調査を行い（8月21～25日）、海岸林がもたらす気候変動適応面での潜在的メリットを検証しました。
プロジェクトの研究成果が12月にまとめられました。

いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット（OUIK）
OUIKは、2008年の設立以来、石川県と金沢市、ならびに国連大学の世界的なパートナーと連携し、生物多様性の
保全と利用における政策立案を支援しています。5月に開催したシンポジウムでは、 生態系サービスが地域レベル
ではどのようなメカニズムで生物文化多様性として発現しているか調査した研究をもとに、石川－金沢生物文化
多様性圏を提案しました（5月28日）。このシンポジウムでは、ユネスコと生物多様性条約事務局から講演者を招き、
石川－金沢生物文化多様性圏をアジアにおける地域の生物文化遺産を活用した地域活性化のモデルとして議論しま
した。同シンポジウムの成果は、OUIKが専門的助言を提供した金沢市の新たな生物多様性地域戦略の一部に採用
されました。またOUIKは、2015年に生物文化多様性に関する出版物を制作し、マレーシアのサバ州からの参加者を
対象とした環境コミュニケーションに関する短期研修コースを実施しました。さらに、「持続可能な開発のためのガバ
ナンス」（10ページをご覧ください）と共同で、シンポジウム「持続可能な開発目標と地域レベルの人材育成政策」（11月
26日）を開催し、世界的な目標と地域レベルの政策との連動について新たな提案を示しました。

バイオディプロマシー・イニシアチブ
このプロジェクトは、生物多様性条約（CBD）のプロセスに必要な技術的情報と、遺伝資源へのアクセスと利益配分
（ABS）のための効果的な政策の策定に関する加盟国への助言を提供しています。貧困削減と持続可能な開発を
推進するために生物多様性と保健の接点で活動するパートナーシップ「生物多様性と
コミュニティーの保健に関するイニシアチブ（BaCH）」の調整も行っています。2015

年には、「アクセスと利益配分に関する名古屋議定書」と生物多様性や人間の健康
に関する新たな議題にかかわる新しい指針、ならびに生物多様性の開発面に
関するCBDのための情報文書に貢献しました。さらに、同プロジェクトのメンバーは、
国連貿易開発会議（UNCTAD）の「Biodiversity and Traditional Knowledge

（生物多様性と伝統的知識）」コースの一環として、南アジアの政策立案者や実務
者を対象とした研修を実施するとともに、実務者や地方の政策実行者を対象に、
健康、ABS、伝統的知識に関連した生物多様性管理の問題を扱うピアラーニング・
ワークショップを開催しました。
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アフリカ半乾燥地域における気候・生態系変動の予測・影響評価と統合的レジリエンス強化戦略の構築
（CECAR-Africa）
このプロジェクトは、国連大学アフリカ自然資源研究所（UNU-INRA）、およびガーナや日本の主要な研究機関と協力
して、気候変動の研究と生態系変動の研究を統合して、総合的なレジリエンス強化戦略「ガーナモデル」を構築する
ことを目指しています。 

ガーナのタマレでマッチングワークショップが開催され（8月6～7日）、中間研究成果を政府省庁、地方自治体、国際
組織、市民社会団体、地域コミュニティーなどの潜在的エンドユーザーと共有しました。ワークショップでは、レジリ
エンスの問題を教育の主流に組み込むための提言など、これらの研究成果を政策に反映させる方法について話し
合いました。また、新刊の電子書籍「Building Integrated Resilience Strategy against Climate and Ecosystem 

Changes for Sub-Saharan Africa（サハラ以南アフリカの気候・生態系変動に対する統合的レジリエンス強化戦略の
構築）」（2016年夏に出版予定）の刊行に向けて、同プロジェクトの研究がまとめられました。ガーナのアクラにて、「共同
調整委員会」の年次会合が開催され（8月4日）、資金提供者・提携機関・政府省庁の代表者が一堂に会しました。同
プロジェクトは、本研究所の大学院生たちによる研究が重要な役割を果たしており、2015年には、研究に参加した
博士課程の学生1名と修士課程の学生2名が各課程を修了しました。

FUKUSHIMAグローバルコミュニケーション（FGC）事業
このプロジェクトは、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故が人々や社会に与えた影響と、国際的な視点から
見た災害復興のなかでもとりわけ避難と生活再建、そしてリスクコミュニケーションに関する問題を検証しています。
このプロジェクトは、仙台で開催された「第3回国連防災世界会議」（2015年3月）で採択された「仙台防災枠組2015-

2030」の策定に貢献し、同会議において、災害対応からより長期的な復興への移行をテーマとしたパネルディスカッ
ションを開催しました。同会議の準備段階において、長期避難問題の恒久的解決策に関するUNU-IASポリシーブリーフ
（第1号、2015年）や5本のFGCワーキングペーパーなどの出版物が制作されました。また、原発避難者の多様化
する状況に着目した現地調査（6月～7月）を通して、災害後の生計手段の建て直しに関する課題を検討し、その研究
成果と政策提言が次のUNU-IASポリシーブリーフ（第2号、2015年）に反映されました。 

さらに、原発事故に関連したリスクコミュニケーションに着目した文献調査をもとに、FGCワーキングペーパーを
発表しました。そして、関連領域の第一線で活躍する国際的な専門家を招聘してワークショップ（11月12～13日）を
開催し、洞察を深めました。このワークショップでは、福島第一原子力発電所の事故、ならびにチェルノブイリやスリー
マイル島などの事例から得られる教訓について議論しました。12月には、このワークショップを通じて作成された
14本のFGCワーキングペーパーが発表されました。

3   地球環境の変化とレジリエンス
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低炭素技術移転（LCT）
このプロジェクトは6月に開始され、アジアを中心に開発途上国に低炭素技術を普及するための戦略促進とパートナー
シップの構築に取り組んでいます。また、気候変動に関するパリ協定の実施にも貢献しています。さらに、財団法人
地球環境戦略研究機関（IGES）とアジア工科大学院との協力のもと、低炭素技術に関する既存の国際協力と、この分野
における先進国の戦略を分析しています。 

横浜で開催したフランス・ドイツ・日本・英国の専門家を集めた会合では、低炭素技術移転のさまざまな側面やモデル
を検証しました（7月26～27日）。「第7回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP 2015）」では、本
プロジェクトを紹介するセッションを開催し、300名を超える参加者が集まりました。また、ベルリン（11月12日）と
ロンドン（11月17日）で地域ワークショップも開催しました。その後、「パリ気候変動会議」のLCTサイドイベント（12月
3日）でこれらの研究活動の最初の成果が発表されました。このイベントでは、パリ協定の枠組みのもとでの技術移転
における将来的な課題と機会について考察しました。

棚田耕作システム
この研究プロジェクトは、ハニ（中国）とイフガオ（フィリピン）の棚田耕作システムの気候変動に対するレジリエンス
を高め、洪水や干ばつのリスクを削減するための、生態系を基盤とした適応策を考案しました。12月に完了したこの
プロジェクトは、6本のワーキングペーパーを作成しました。水の安全保障を軸としたハニ棚田の開発戦略と、イフ
ガオ棚田の生活基盤強化と水管理の統合的アプ
ローチを提案しました。UNU-IAS修士課程の
学生3名が本プロジェクトのケーススタディに
基づいてこれらのワーキングペーパーを作成し、
マニラで開催された公開フォーラムで発表しま
した（7月30日）。このプロジェクトに資金を
提供した「アジア太平洋地球変動研究ネット
ワーク（APN）」は、本プロジェクトを、APNの
20周年記念会議で紹介される2つの優良事例
の1つに選びました（2016年1月13～17日）。
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アジアにおける気候・生態系変動適応研究のための大学ネットワーク（UN-CECAR）
本研究所は、20校を超えるアジアの主要大学による共同研究・教育・能力開発のためのプラットフォームであるUN-

CECARの事務局を務めています。このネットワークは、気候変動や生態系変動への適応に関する教育と研究を強化
し、サステイナビリティ学の新領域を切り開くことを目指しています。仙台で開催された「第3回国連防災世界会議」
にて、2つのサイドイベントを開催しました（3月15日）。そのうちの1つは、UNESCO－IHE水教育研究所との共催で、
都市の水管理の総合的アプローチを紹介しました。

もう1つのサイドイベントでは、災害リスク軽減に関する地方の学際的研究を構築する「トランスディシプリナリー
教育推進のための国際ネットワーク（INATE）」が発足しました。スリランカ北部の統合的な水管理に関するINATEの
研究が、スリランカ灌漑局の技術者との緊密な協力のもと、UNU-IASの研究員と学生によるワークショップとフィー
ルドワークによって開始されました（8月7～11日）。スリランカの北東部州で追加的なフィールドワークが実施され
ました（10月17～20日）。また、スリランカの損失・損害推定に関するフィールドワークも実施し（3月25～29日）、
森林のCO2吸収能力を評価する新たな研究をカンボジアで開始しました（11月2～3日）。7月には、メルボルンのオー
ストラリア国立大学で「UN-CECAR年次会議」と「戦略計画会議」を開催し（7月11～13日）、同ネットワークが作成
したハイブリッドカリキュラムをより幅広く世界全体に向けて公開することに参加者が合意し、INATEプロジェクトの
実施基準が策定されました。

雨水貯蔵の最適化手法による気候変動適応：都市の水の安全保障の新しいパラダイムに向けて
このプロジェクトは、増加する都市の洪水や地下水の枯渇の傾向を調査し、気候変動に対処するための浸透トレンチ、
貯水システム、雨水活用、および都市の排水システムなどの水確保手段を考察しています。バンコク、ハノイ、東京に
おける地方の水循環に焦点を置き、UNU-IASの大学院学位プログラムの学生が各研究分野のフィールド調査を行い
ました。2015年には、気候変動が降水量や洪水に与える影響を評価するためのデータが収集され、将来の降雨強度
を予測するための頻度曲線が作成されました。

アジアにおける残留性有機汚染物質の監視と管理
このプロジェクトは、アジアの開発途上国10カ国に、環境中の残留性有機汚染物質（POPs）を監視するための科学的
知識と技術を提供し、持続可能な開発のためのガバナンスと政策を強化するモニタリングネットワークを構築して
います。このプロジェクトは1996年から実施され、島津製作所の技術援助を受けています。2015年には、韓国の全南
大学校と島津製作所シンガポールオフィスで分析セッションが開催されました（8月～9月）。9月にはすべての参加
国からのデータがUNU-IASによってまとめられ、「ストックホルム条約世界モニタリング計画」の策定に向けて提出
されました。シンガポールで開催されたプロジェクト会合（11月12～13日）で、本プロジェクトの第6フェーズが終了し、
2018年11月までの第7フェーズがスタートしました。
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大学院教育と能力開発
Postgraduate Education & Capacity Development

本研究所の教育と能力開発は、サステイナビリティの問題に対する独創的な解決策を
見出すために必要な学際的理解や技術的スキルを備えた国際的なリーダーを輩出する
ことを目指しています。日本やその他の国々の主要大学と緊密に協力して、修士・博士
課程プログラムと短期コースを実施しています。ポスドクフェローシップでは、博士
課程を終えた学生に、さらなる研究に取り組み、所内のプロジェクトに貢献する機会
を提供しています。

学生とフェローは、国連システムに属するグローバルな大学ならではの学習環境を
利用できるとともに、一流の研究者や実務者と接し、国際的なイベントに参加すること
ができます。所内の研究プロジェクトに積極的に関与することにより応用力が養われ、
ネットワークや提携機関によって開発途上国で実地経験を積むことができます。 
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修士課程サステイナビリティ学 博士課程サステイナビリティ学

開発途上国 開発途上国

在籍学生数（2015年12月現在）

女性 男性 女性 男性

大学院学位プログラム

大学院学位プログラムでは、世界各地、とくに開発途上国において、学術・科学コミュ
ニティーの能力強化に取り組んでいます。大学院学位プログラムで教鞭を執るのは、
所内の研究者と一流の学術機関や国際組織から招いた講師からなる多様な教授陣
です。単位交換協定により、東京大学、国際基督教大学（ICU）、上智大学、横浜国立大
学との間で単位の移行が可能です。ICU、上智大学、政策研究大学院大学（GRIPS）、
青山学院大学、お茶の水大学、テンプル大学との協定により、学生はこれら各大学の
図書館とオンラインコレクションを利用することができます。

大学院学位プログラムは、2014年に実施された包括的な評価を経て、2015年3月
26日に日本の大学評価・学位授与機構（NIAD-UE）より7年間の認定を受けました。

修士課程サステイナビリティ学
「修士課程サステイナビリティ学」では、サステイナビリティに関する課題の解決に貢献するために必要な知識と
技術を身に付けることができます。新規学卒者、社会人、実務者を対象としたこの2年間のプログラムは、提携機関
のグローバルなネットワークを活用し、学際的アプローチによってサステイナビリティの問題に取り組みます。この
プログラムは、統合によりUNU-IASとなった2つの機関（5ページの「組織」を参照）の修士課程プログラムを基盤として、
2014年9月に開講されました。これらの前身機関は、2010年9月から計71名の卒業生を輩出しました。

学生は、本研究所以外にも日本の提携大学が提供する講座を受講することができ、東京大学大学院新領域創成科学
研究科（UT-GSFS）とUNU-IASが提供するサステイナビリティ学の共同ディプロマを取得する資格が与えられます。
本プログラムを修了するためには、必修科目、専門選択科目、研究セミナー、修士論文を含む最低30単位の取得が
必要となります。

9月には、本プログラムに新たに7名の
学生が入学し、うち3名が国連大学協力
会（JFUNU）より、1名がアジア開発銀行
より奨学金を受給しています。これらの
奨学金は、金銭的援助を必要とする開発
途上国出身の学生のうち、とくに優秀な
学生に支給されます。2015年には8名の
学生が本プログラムを修了し、7月に
卒業しました。
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2015年「短期集中講座」の学生数 2015年「短期集中講座」の地域別学生数

アジア

アフリカ

米州
欧州

開発途上国

女性 男性

博士課程サステイナビリティ学
UNU-IASの「博士課程サステイナビリティ学」は、サステイナビリティ学の学際的領域を担う優秀な研究者を育成する
ことを目的としています。この3年間のプログラムは、とくに気候変動と生物多様性に関連した地球変動の観点を盛り
込み、サステイナビリティの問題について理解を深めることを目指しています。 

学生は講義や問題志向の研究を通し、サステイナビリティに関する問題に取り組むために必要な批判的思考、問題
解決能力、ならびに技術的知識を身に付けることができます。本プログラムを修了するためには14単位を取得する
必要があり、所内の研究テーマのうちの1つを選んで、地球変動とサステイナビリティに焦点を置いた博士論文を
完成させなければなりません。また、本プログラムの学生は、東京大学大学院新領域創成科学研究科（UT-GSFS）と
UNU-IASが提供するサステイナビリティ学の共同ディプロマも取得することができます。

9月には、本プログラムに新たに4名の学生が入学し、うち2名が国連大学協力会の奨学金を受給しています。2015年
には1期生3名が本プログラムを修了し、7月に卒業しました。 

短期コース

短期コースは、大学院学位プログラムの一部として、提携大学での学位取得に必要な単位を提供するとともに、
社会人学生のための学習機会を提供しています。

国連大学短期集中講座
2015年に東京のUNU-IASで開講された5週間の講座（9月7日～10月9日）に、合わせて36名の学生が参加しました。
参加者には、社会人や他学の大学院生のほか、UNU-IASの修士・博士課程プログラムの学生が含まれます。本講座は、
2000年から国連大学にて毎年開講されています。

講座は高い学術レベルを目指しますが、
当該領域に精通していない大学院生や
社会人も受講できる内容となっています。
またゲスト講師として、経験豊富な国連
の専門家をはじめとする幅広い分野の
研究者や実務者をお招きし、関連の政策
問題や実務的課題についての洞察を
提供します。 
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気候変動に対するレジリエンス構築講座（BRCC）
共同研究・教育・能力開発のための枠組みである「気候・生態系変動適応研究のための大学ネットワーク（UN-CECAR）」
の一部として2つの講座が開講されました。本講座は7月14日から8月5日にかけて開講され、72名の学生が参加し、
5つの提携機関（チュラーロンコーン大学、インド工科大学、マレーシア国民大学、東京大学、ベトナム国家大学）と
テレビ会議でつなげて実施されました。

気候変動のダウンスケーリングと適応手法講座
スリランカのコロンボで開講されたこのUN-CECARの講座は、短時間予報のための気候予測技術の活用をテーマと
しています（3月30日～4月10日）。参加者はイタリアの国際理論物理学センター（ICTP）の地域気候モデル（RegCM）
開発チームなどで、本講座を以前に受講した東京大学の大学院生が講師陣に加わりました。

国連大学グローバル・セミナー ― 湘南セッション
「国連大学グローバル・セミナー ― 湘南セッション」は、地球規模の問題と、その解決のために国連が果たす役割に
ついての認識を高めることを目的として、1985年から湘南にて毎年1回開催されています。第31回湘南セッションは、
「国連とグローバルイシュー ポスト2015アジェンダ：生命・倫理・尊厳の保障」というテーマのもと、8月31日から
9月3日にかけて開催されました。日本の大学の学部生・大学院生合わせて89名が参加し、木村利人教授（早稲田大学
バイオエシックス・法学名誉教授）とアレックス・ロス氏（WHO神戸センター所長）が基調講演を行いました。本
セッションは、日本の大学10校の協力と国連大学協力会（JFUNU）の支援のもと、UNU-IASとかながわ国際交流財団
（KIF）が開催しています。

国連大学キリンフェローシップ
国連大学キリンフェローシップ・プログラムは、毎年、アジア諸国出身のフェローを対象として、つくば市の食品総合
研究所（NFRI）での12カ月間の研修を提供しています。4月に、中国、インド、インドネシア、タイ、ベトナムの学生5名
が研修を修了し、新たにバングラデシュ、カンボジア、インドネシア、タイ、ベトナムの学生5名が研修を開始しました。
このプログラムは、1993年から国連大学とキリンホールディングス株式会社によって実施されています。
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2015年「日本学術振興会（JSPS）と
国連大学によるポスドクプログラム」フェロー数

2015年「UNU-IASポスドクフェローシップ」
フェロー数

開発途上国 開発途上国

女性 男性 女性 男性

フェローシップ

本研究所では、とくに開発途上国出身の若手研究者や政策立案者に、
所内の研究テーマと直接関連した高度な研究・研修に参加できる
ポスドクフェローシップを提供しています。フェローは、講義、
セミナー、ワークショップ、会議に参加し、日本や世界各国の
主要な大学やシンクタンクとUNU-IASとの緊密なネットワークを
利用して研究を進めることができます。

「日本学術振興会（JSPS）と国連大学によるポスドクプログラム」
は、国連大学と日本学術振興会（JSPS）が24カ月間にわたって
共同で実施するフェローシップです。2015年、本プログラムの
フェローたちは、持続可能な開発ガバナンス、生態系評価、農業
管理、都市の水環境、および低炭素技術など、政策に関連した
さまざまなテーマについて研究を実施しました。

「UNU-IASポスドクフェローシップ」は、毎年12カ月間にわたって提供されます。2015年にフェローたちが行った
研究は、都市開発と気候のコベネフィット、アジアにおける都市の水環境、および持続可能な開発のためのガバナンス
などをテーマとしたいくつかのUNU-IASのプロジェクトに貢献しました。 
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研究プロジェクトが実施する能力開発

アフリカでのグローバル人材育成プログラム（GLTP）
このプログラムの目的は、日本の大学院生にガーナ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、ザンビアの提携機関でイン
ターンとしての訓練や現地調査を行う機会を提供することにより、アフリカの課題解決に貢献できるグローバルリー
ダーを育成することです。2014年のプログラムに参加した学生たちの研究と経験を共有するために、東京で報告ワー
クショップが開催されました（6月25日）。4月には、新たに選抜された10名の学生がアフリカで研究を始めました。

食料･環境問題解決のための途上国農業研究能力構築事業（OJCB）
この事業は、開発途上国の先進的研究者による能力構築プロジェクトを支援し、若手研究者に実習型研修（OJT：オン・
ザ・ジョブ・トレーニング）を提供します。また、日本の農林水産省から資金提供を受けており、イノベーションによって
農業生産性を高めながら研究能力を強化し、研究者間の協力のネットワークを構築することで、開発途上国の食料安全
保障と環境保全に貢献することを目指しています。8月には、2016年5月31日までに完了する10のプロジェクトが
新たに選出され、27名の若手研究者が参加しています。 
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コミュニケーションとアウトリーチ

UNU CAFÉ シリーズ
2014年に始まったUNU CAFÉは、国際機関やグローバルな舞台で活躍したいと考えている学生や若手社会人を
対象として日本語で行われるトークシリーズです。東京の国連大学本部で開催されるこのイベントでは、国際社会で
活躍するゲストスピーカーが自らの経験を共有し、参加者と身近な距離で対話します。 

2015年のゲストスピーカーは以下の通りです。
• 川口順子氏（元外務大臣、元環境大臣）、2月12日
• 隈元美保子氏（国連訓練調査研究所（UNITAR））、5月12日
• 渡辺陽子氏（地球環境ファシリティ（GEF））、7月8日
• 忍足謙朗氏（国連世界食糧計画（WFP）元アジア地域局長）、11月26日

「マンデラと私」講演会シリーズ
駐日南アフリカ共和国大使館との協力により開催されているこの講演会シリーズは、ネルソン・マンデラ氏の教訓と
遺徳を共有することを目的としています。2015年には4回のセッションが開催されました。

出版物
2015年にUNU-IASの所員が作成した出版物には、書籍、編著の章、査読付き学術誌の論文に加え、数多くのポリシー
ブリーフ、ワーキングペーパー、雑誌・新聞記事、ウェブサイト記事、会議論文や議事録、ビデオやポッドキャストなど
があります。ここではその一部を紹介します。

ポリシーブリーフと報告書
2015年にUNU-IASは、以下を含むポリシーブリーフおよび報告書を発表しました。
• Restoring Livelihoods after Disasters: The Case of Fukushima’s Nuclear Evacuees /災害後の生活再建：福島の原発避難者を事例に
• Tackling Prolonged Displacement: Lessons on Durable Solutions from Fukushima /
  長期避難問題の解決に向けて：恒久的解決に関する福島からの教訓
• The Co-benefits Approach at the Local Level: Legal Perspectives / 地方レベルのコベネフィット・アプローチ：法的観点
• IPSI Case Study Review: A Review of 80 Case Studies under the International Partnership for the Satoyama Initiative (IPSI)/
   IPSIケーススタディ・レビュー：SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）による80のケーススタディのレビュー
• Enhancing Knowledge for Better Management of Socio-ecological Production Landscapes and Seascapes (SEPLS) /
  社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープ（SEPLS）のより良い管理に向けた知見の蓄積

コミュニケーションと
アウトリーチ
 Communications & Outreach

東京と世界各地で開催する公開イベントや、印刷・電子媒体を通じて、本研究所の研究と
活動について情報発信しています。所内の研究成果を政策立案者・実務家・研究者に
提供するとともに、現在生じている課題に対処する取り組みについて、専門家ではない
一般の方々にわかりやすく伝えることを目指しています。
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ワーキングペーパー
2015年には以下の3つのUNU-IAS研究プロジェクトが各ワーキングペーパーシリーズを作成し、計28本のワーキング
ペーパーを発表しました。
•「FUKUSHIMAグローバルコミュニケーション（FGC）事業」ワーキングペーパーシリーズ
•「棚田耕作システム」ワーキングペーパーシリーズ
•「持続可能な水と都市のためのイニシアチブ」ワーキングペーパーシリーズ

サステイナビリティ・サイエンス誌
科学専門誌「サステイナビリティ・サイエンス」は、UNU-IASと東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）の
共同イニシアチブで、シュプリンガー社から発行されています。2015年には、社会的に持続可能な脱成長に関する
特集記事と学際的な学術プロセスの分析を掲載した第10号が出版されました。同誌の最新のインパクトファクターは
3.119です（2014年）。

オンラインアウトリーチ
2015年のUNU-IASウェブサイトのアクセス数は50万件で、閲覧者が多かった国は、日本、米国、インド、ドイツ、英国、
ケニア、ナイジェリアなどでした。また2015年にはソーシャルメディアでのプレゼンスも高まり、Facebookの「いいね」
が4,000件を超えるとともに、Twitterアカウントの立ち上げにより新たなフォロワーを獲得しました。

ビデオ
「国際SATOYAMAイニシアティブ」は、東日本大震災後の地域復興に取り組む人々の姿を記録したビデオを制作
しました。また、「持続可能な水と都市のためのイニシアチブ」は、都市環境における水の重要性を訴えるプロモー
ションビデオを制作しました。これらを含むUNU-IASのビデオはすべてYouTubeで閲覧できます。 

メディア報道
2015年のUNU-IASの活動は、ブルームバーグ、ニッケイ・アジアン・レビュー、ニューヨーク・タイムズなどの世界
的なマスメディアで特集されました。また、環境新聞や毎日新聞、およびテレビのニュース番組など、多くの日本の
メディアでも取り上げられました。

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）
UNU-IASと日本の環境省によるこの共同イニシアチブの目的は、持続可能な社会の実現を目指して、市民社会団体に
働きかけ、マルチステークホルダー型のパートナーシップを育成することです。GEOCは、UNU-IASのコミュニケー
ションおよびアウトリーチ活動において重要な役割を果たしています。

GEOCは2015年に以下を含むイベントを実施しました。 
•第6回世界国立公園会議国内報告会（2月24日）
•第3回国連防災世界会議（仙台）のサイドイベント「災害リスク軽減・復興への生態系の活用～3.11の経験を世界へ未来へ～」（3月14日）
•シンポジウム「つなげよう、支えよう森里川海」（5月30日）
•「JAPAN Water Style」サミット（10月22日）
•シンポジウム「持続可能な開発目標（SDGs）とパートナーシップ～これからの企業CSRにおけるグローバルアジェンダ～」
 （12月7日）
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•持続可能な森林経営と回復のための
   アジア太平洋ネットワーク（APFNet）
•アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）
•アジア開発銀行（ADB）
•金沢市
• オーストラリア環境省
•ドイツ国際協力公社（GIZ）
•欧州連合（EU）
•茨城大学
•インクカートリッジ 里帰りプロジェクト 

• 地球環境戦略研究機関（IGES）
•石川県
•日本国際教育支援協会（JEES）
•国連大学協力会（JFUNU）
•科学技術振興機構（JST）

ターニャ・エイブラハムズ博士（南アフリカ）、南アフリカ国立生物多様性研究所最高経営責任者

カール・フォルケ教授（スウェーデン）、ストックホルム大学ストックホルム・レジリエンス・センター設立者兼科学ディ
レクター、スウェーデン王立科学アカデミーベイエ生態経済学研究所所長

マリア・イワノワ教授（ブルガリア）、マサチューセッツ大学ボストン校グローバルガバナンス学部准教授兼同大学
ガバナンスとサステイナビリティセンター共同ディレクター

大西隆教授（日本）、豊橋技術科学大学学長、日本学術会議会長

UNU-IAS評議会のメンバーは、国連大学学長によって国連大学理事会との協議のうえで任命され、所属組織を代表しない
個人として任務にあたります。国連大学学長とUNU-IAS所長は評議会の職権上の会員となります。

2015年のUNU-IAS評議会会合は、10月23～24日に東京で開催されました。

•日本学術振興会（JSPS）
•かながわ国際交流財団
•キリンホールディングス株式会社
• 農林水産省
• 文部科学省
• 環境省
• ケニア国家環境管理局
• 原子力規制委員会（NRA）
•クリステンセン基金
• 東京大学
• 国連環境計画（UNEP）
• 国連工業開発機関（UNIDO）
• 国連教育科学文化機関（ユネスコ）
• 米国環境保護庁

資金援助団体
（アルファベット順）

2015年 UNU-IAS評議会メンバー

2015年 UNU-IAS評議会メンバー, 資金援助団体

End of Report
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