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9 月 13 日の入学式で。国連大学学長、教職員、大学院新入生、単位取得コース（UN-CECAR）の学生、来賓の方々。 
Photo: UNU-ISP

　新大学院の教育上の特色は、何といっても国連機関が設
置した大学院として、サステイナビリティ、気候変動、開
発、平和構築、人権といった国連およびその加盟国が直面
している喫緊の地球規模課題に対し、自然科学、社会科学、
人文科学を融合させた学際的なアプローチによって知見と
視野を深め、実践的な問題解決能力を修得することにあり
ます。大学院プログラムでは、学生に焦点を合わせた質の
高い教育内容とともに、国連機関あるいは他の国際機関の

インターンシップや現地調査を通じた、実務経験を積む機
会を提供。さらに、研究と能力開発に関する国連大学の確
かな実績を基盤としながら、国連大学の研究プログラムに
携わる学者、研究者や研究機関の広範な国際ネットワーク
を活用します。
　修了生は将来、国連機関や開発援助機関、加盟国政府機
関や国際的NGOなど多様な組織で幅広く力を発揮し、未
来の地球社会に貢献・活躍することが期待されます。

昨年12月、国連総会において国連大学憲章が改正され、国連大学に正式に学位授与権が付与されました。これを受けて
2010 年 9 月、国連大学サステイナビリティと平和研究所に新大学院「サステイナビリティと平和研究科」が創設され

ました。 第一期生の募集にあたっては、短期間の応募期間にもかかわらず、アフリカ、アジアをはじめとして、世界各国から
84名が出願。審査の結果、ギニアビサウ、 ネパール、カンボジア、韓国、アメリカ合衆国からそれぞれ 1名ずつ合計 5名が合
格し、9月 13 日に入学式が挙行されました。
　国連大学では、創設時より大学院レベルの研修活動を各種展開してきましたが、この大学院プログラムの開設により、高等
教育機関として本格的な人材育成をスタートさせたことになります。

国連大学新大学院

「サステイナビリティと平和研究科」    
　　　　　　　　　　　　　　　がスタート！　
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国連大学新大学院 第一期生５名の出身国
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特集　国連大学新大学院

　9月 13 日、国連大学新大学院サステイナビリティと
平和研究科の入学式ならびに履修オリエンテーション
が、国連大学本部エリザベス・ローズ国際会議場で行わ
れました。
　コンラッド・オスターヴァルダー学長は、「私にとっ
て感動的な瞬間」と語り、「本日をもって国連大学は本
当の大学になったのです」と挨拶。さらに「今世紀は教
育と学習の世紀になるでしょう」「地球上の富ではなく、
私たちの頭の中の富を使って挑戦しましょう」と新入生
に呼びかけました。
　続いて武内和彦副学長は、「過去 35 年間、国連大学
は学生のいない大学として有名でした。しかしこれから
は違います」と入学生を歓迎。
　その後、UNU-ISP シニア・アカデミック・プログラ
ムオフィサーのスリカーンタ・ヘーラト氏が学生たちに
履修課程と学習環境について説明しました。
　記念講演では吉川弘之国連大学協力会理事長が、サス
テイナビリティ学とは何かを解説。現代の地球規模課題
に対しては従来の枠組みを超えた学際的なアプローチが
必要であると述べながら、入学生を激励しました。

入学オリエンテーション
を実施
　9月 13 日、国連大学新大学院サステイナビリティと

13
September

サステイナビリティと平和研究科 が求める学生像

国連が取り組む喫緊の地球規模課題、特にサステイナビリティ、
開発と平和分野の課題に強い関心を抱く人
学術研究の成果を積極的に政策決定に適用する意思の強い人
学際的な見地から、地球環境、平和構築、国際開発に関する問
題解決に貢献したいと強く願う人

アメリカ合衆国
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・
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Cambodia
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　同研究科の入学生は、2年の在学期間中に合計 30 単位以上を修得し、必要な研究指導を受
け、修士論文の審査及び最終試験に合格することによって、修士の学位 （Master of Science in 
Sustainability, Development, and Peace）を取得します。授業はすべて英語で行われます。
　また、同研究科を修了した者は日本の大学院（博士課程）への入学資格を付与されるととも
に、修得した単位は日本の大学院の単位として認定されます。さらに近い将来、日本の大学と
のダブル・ディグリー・プログラム等の協力連携によって、国連大学と日本の大学の双方で教
育指導を受けられるシステムの実現を目指しています。

● 設置科目一覧　（　）の数字は単位数

サステイナビリティと平和研究科で
学ぶこと

2011年度の募集は？

 
必 修 科 目 ◆ 基礎科目 : 学際的な視点を重視しながら、サステイナビリティ、開発、平和という課題に取り

　 組むために不可欠な理論と多角的アプローチの基礎を身につける。
　　● 国連システムと地球規模課題 （２）
　　● 地球変動とサステイナビリティ （２）
　　● 国際平和と安全保障 （２）
　　● 国際協力と開発 （２）
◆ リサーチセミナー : 協働作業を通じた知識の構築を重視し、幅広いアプローチによる学習に取
　 り組む。学生主体の対話型で行われ、批判的分析、調査研究計画、定量的／定性的方法論、論
　 文作成といったスキルも身につける。
　　● セミナーⅠ （２）
　　● セミナーⅡ （２）
　　● セミナーⅢ （２）
　　● セミナーⅣ （２）
◆ 特別研究－修士論文 （8）：専門分野の研究を計画・実施し、10,000 ～ 15,000 語の論文を書く。

 選 択 科 目 ◆ 専門科目：各専門分野での学習の深化を支援する。
　 - 地球変動とサステイナビリティ -
　　● 水の安全保障 （２）
　　● 持続可能な土地管理 （２）
　 - 国際平和と安全保障 -
　　● グローバル世界における人権 （２）
　　● 現代における安全保障の課題 （２）
　 - 国際協力と開発 -
　　● グローバル社会のための科学技術 （２）
　　● グローバル・ガバナンスと南北関係 （２）
　 - インタラクティブ・ディスタンス・ラーニング -
　　● 気候、エネルギー、食糧安全保障 （２）
　　● 災害管理と人道支援 （２）
◆ 実習科目：様々な国際機関（国連大学本部施設内の国連諸機関を含む）における「インターンシッ
　 プ」、あるいは海外のパートナー機関との共同研究プログラムの計画・実施に携わる「フィール
　 ド研究」を通じて、実践的な経験が得られる。
　　● インターンシップ （２）
　　● フィールド研究 （２）

募集要項等は、UNU-ISPのウェブサイトをご覧ください。
【お問い合わせ】

国連大学大学院サステイナビリティと平和研究科
アドミッション・オフィス

TEL: 03-5467-1346　 E-Mail: gdp@unu.edu
〒 150-8925　東京都渋谷区神宮前 5-53-70

Website: http://www.isp.unu.edu
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Implications of Limits to Growth for Peace

Inaugural Ceremony and Symposium for the New UNU-ISP Postgraduate Programme

特集　国連大学新大学院

国連大学新大学院創設記念式典・シンポジウム
September

国連大学と国連大学協力会は共催で、9月 3日、「大学新大学院創設記念式典・シンポジウム」
を開催しました（後援：文部科学省、外務省、日本経済新聞社／助成：東京倶楽部）。

　記念式典では、コンラッド・オスターヴァルダー学長が、「日本政府と関係各位のご努力とご協
力で、国連大学は終に真の高等教育機関へと生まれ変わりました」と挨拶。続いて松浦晃一郎前ユ
ネスコ事務局長、中川正春文部科学副大臣、吉良州司外務大臣政務官から、国連大学新大学院のス
タートに祝辞が寄せられました。最後に小川素子さん（ザルツブルク大聖堂専属歌手）により、式
典歌が独唱されました。
　第 2部の記念シンポジウムでは、1972 年にローマクラブから『成長の限界』の第一段階作業を
委嘱され、世界に「サステイナビリティ」という発想を提起したデニス・メドウズ博士を招き、「成
長の限界が平和に示唆するもの」と題して基調講演を実施。続いて同氏の講演をもとに公開フォー 
ラムを行い、『成長の限界』で指摘された地球と人類のその後の状況と今後の展望につ
いて考察しました。

SeptemberSeptember

３
September

デニス・メドウズ博士が訴えたこと　
「成長の限界が平和に示唆するもの」

（講演レポート：編集・文責 - jfUNU）

◆ 国連大学新大学院への期待
　40 年前、私はリサーチプロジェクトを始め、世界は将来
どのようになるのかということを考えた。そして 2010 年か
ら 2050 年までの間、あるいはそれ以降の期間において、特
別な対立が起こり得ると示唆した。私たちはその段階で、将
来、「戦争」ではなく「平和」というものを専門職とする人
の登場を予想した。
　今回国連大学に来て、オスターヴァルダー学長や武内副学
長から話を伺い、この大学で平和に関して具体的な教育プ

ログラムが始まることを
知った。そのまさに第一
日目に参加できることを
大変嬉しく思っている。
私たちの地球上におけ
る歴史の中で、唯一、高
度で産業化され、何世紀
も平和と持続可能な開発
を遂げてきた国というの
は、実は、江戸時代の日
本である。時計の針をそ
の時代に戻すことはでき
ないが、江戸期の日本に
は、我々が学べるたくさ

んのものがある。この日本に開設された国連大学新大学院が
「平和」に貢献する人材を育てる中で、日本の古来の知恵が
生かされるであろうことも嬉しく思う。

◆ 平和のために習慣を変える
　 「平和」に対して、何らかの貢献を行うことを志向する際、
今までとは異なった考え方をしていく必要がある。人間は
いったん習慣が身につくとそのまま続 け、あえて変えよう
とはしないものだ。しかしながら、我々は今、人類の歴史の
中でも従来の習慣が通用しない時代に突入してきた。習慣を

変えるにあたっては、3つのことがいえる。
　まず 1点目にこれは可能であるということ。新しい習慣
を身に着けることは可能である。2つ目。ただしこれは少し
考えなくてはいけない。簡単にさっとできるものではない。
3つ目、最初はぎこちない。あまりしっくりこないものだ。
　この 3つは、平和を構築しようとするときにも同じよう
にいえる。これは可能である。ただそれを達成するためには
考えなくてはならない。またミスを犯してしまう。そして一
部の人にとっては、最初はどうもぎこちないなと思われるこ
とだろう。
　私にいわせれば「平和」は最終目的地ではなく、行動パター
ンでありプロセスである。今までの歴史を振り返っても平和
というものは、常々私たちの課題だった。平和にはさまざま
な定義の仕方があるが、少なくとも 3つのポイントがある
と私は考えている。
　 第 1 に、暴力のない状況である。武力を行使しなくても
紛争を解決できる状況をいう。第 2に、人々の間に公平性
が存在する状態である。第 3に、社会の消費需要と供給する
側の自然の再生可能性が安定したバランスを保っている状況
である。ではこの3つの指標に立って、現状はどうだろうか？ 
我々はあまりいい功績を残していない。
　この図は 16 ～ 20 世紀、何百万人の人が実際に暴力ある
いは戦争で命を落としたのかを示している。数字に関しては
いろいろ議論の余地があるかもしれないが 傾向は明らかだ。
これを変えていかなくてはいけない。公平性に関してはどう
か？世界は、ますます公平な場所でなくなってきている。世

デニス・メドウズ氏のプロフィール

アメリカ合衆国の環境学者。専門はシステム力学。1972 年
発表のローマクラブへの報告「成長の限界」のプロジェクト
リーダーを務め、「ワールド 3」と呼ばれるシステムシミュ
レーションモデルを用い、資源・環境・土地などの地球の物
理的容量の制約にもとづく要因が、人口と経済の拡大との相
克により放置すれば社会が危機的状況にいたること、これを
抑制するために出来るだけ早く人口と物資消費のゼロ成長を
実現することを提唱して、第 2次大戦後成長を続けてきた 
世界に大きな衝撃を与えた。
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公開フォーラム

Implication of the "Limits to Growth" for Future of Humanity 

界人口の貧しい下位 4 割が世界所得の 5％を、富める上位 2
割が世界所得の 75％を占めている。続いて、自然環境と人
間社会のバランス動向を見ると、洪水や暴風やあるいは疫病
等が急増し、その関係が悪化していることが読み取れる。
　ではこうした状況は、将来どうなるか？ 1972 年時点で私
はMIT のチームでコンピュータモデルを作り、いくつかの
シナリオを想定した。世界のシステムは 今後も拡大・成長し、
それは 3、40 年程続くと予想した。しかしながら、1900 年
代の慣行が変わらないとすれば、深刻な問題が近い将来起こ
り得るという崩壊のシナリオがひとつ。その場合、2030 年
頃からだんだん成長が下降していくという数字だ。
　逆に持続可能な発展のモデルも作成した。そこでは環境に
対して比較的バランスがとれている状況で、問題は発生しな
い。決してユートピアというわけではないし、対立も発生す
るだろうが、全般的に考えて長期的に持ちこたえられ、問題
解決にまだ猶予がある世界である。
　皆さんは、将来の状況をどちらに見るだろうか？バランス
がとれたいわゆる持続可能な発展か、あるいは持続不可能な
発展、オーバーシュート（需要過剰）という状況か。今、正
しい答えはないがこれについて少し考察してみたい。
　重要なのは、物理的な成長に対して我々がどう対応するか
ということだ。地球には限界がある。スイスの科学者マティ
ス・ワケナゲルは、GDP その他の指標を使った「エコロジ
カル・フットプリント」という概念によって地球の収容能力
を算出する方法を考案したが、これに照らすと、1972 年の
時点で人類社会は地球の収容能力に対して 85％に達してい
るとみなされた。これが、現在は 140%に達し、今やスロー
ダウンすることは不可能な状況だ。そして、 オーバーシュー
トの状況が続けば続くほど、将来の世代にツケを回すことに
なる。

◆ 平和構築を目指す者が考慮すべき 4つの要素

　平和構築を目指す人たちが考えるべき 4つの要素を指摘
したいと思う。「相互結合性」「自然発生的な流れ」「長時間
の遅れ」「ヒステリシス」である。平和追求の能力を高めた
いという人は、皆この 4つの力学を考えなくてはならない。
4要素の影響を、気候変動と結びつけつつ平和に向けてどう
するかを考えてみた い。
　 「相互の結びつき」。茅先生が何年か前に提案された公式
で、CO2 の排出量は 4つの変数が決めるというものがある。
つまり、①人口、②ひとり当たりの資本、 ③ 1資本単位に必
要なエネルギー、④そのうち化石燃料が占める割合、である。
従来、特に日本においては後者 2つに焦点を当てて成果を
上げてきた。しかし、 相互結合性を理解しないことには本質
的な成功には至らない。複雑な問題を解決しようとする場合、
ひとつの要素を変えただけでは他の要素が悪化し、全体的な
効果は望めないのである。
　 2 つ目「自然発生的な流れ」。例えば経済政策でいえば、
税金が下がれば需要が向上し、需要が向上すれば、生産が上
がる。それに伴い雇用が増え、それによって需要もまた上がっ
ていく。これは気候変動にも敷衍できることで、気候におけ
るちょっとした変化が大きな好ましい変化に結びつく可能性
がある。平和を構築しようとする人は、この「ポジティブ・
フィードバック」について、充分理解する必要がある。
　 「長時間の遅れ」。CO2 の排出量を減らしていけば、気候
変動の問題はなくなっていくのではないかという考え方があ
るが間違っている。「長時間の遅れ」という概念は、気候変
動についていえば、CO2 の排出を止めてもその影響が霧消
するまでに非常に長い時間がかかるということである。平和
についても同じことがいえる。和平工作を講じても、成果を

達成するまでには長い時間が必要となる。平和構築には子供
への教育から始めなければいけないが、その努力の途上で状
況が悪化する場合もあるのだ。
　 「ヒステリシス」。ハイテクのレーシングカーがあったと
する。その部品 10％を取ってしまったとき、以前の 90％の
スピードで走るだろうか？いや、まった く走らない車になっ
てしまうだろう。それこそがヒステリシスである。いったん
損なわれた気候変動や生態系を以前のレベルに戻したとして
も、かつての状況を完全に取り戻すことはできない。平和を
構築しようとする人は、このヒステリシス効果を考えていか
ねばならない。
　「成長」はかつてはよき政策だった。しかし現在では、そ
れは新たな消費増大を目的としつつも、既存の問題を解決す
るものではない。成長は資源を枯渇させ、コストを増大させ
る。
　平和を目指す人々は、これまで私が述べてきた力学（ダイ
ナミズム ) を考えていかねばならない。そして強調したいの
は、皆さんの行動こそがことば以上に大きな影響力を持って
いるということだ。平和についていくら語ったとしても、行
動が同じであったとすれば何の変化も生れはしないのだ。

「『成長の限界』が切り開いた人類の未来」

　同フォーラムでは、勝間靖氏（早稲田大学大学院教授／国
連大学人材育成コース同窓会会長）の司会のもと、最初に 3
人のディスカッション・リーダーがプレゼンテーションを行
いました。
　 メドウズ博士とともに『成長の限界』の編纂に携わった
茅陽一地球環境産業技術機構副理事長は、持続可能な世界の
実現のために、どのような障害が存在しているかについて問
題を提起。特に化石燃料の有限性と地球温暖化の危機に鑑み、
人類は炭素エネルギーへの依存を低減化させる必要があると
述べました。そしてその実現を阻む要因として、発展途上国
におけるエネルギーと化石燃料需要の問題、さらに太陽電池
の利用における現状の技術的限界を指摘し、社会政策的な解
決策を講じる必要性を訴えました。
　続いて武内和彦国連大学副学長は、「生物多様性から見た
「成長の限界」と人類の未来」に言及。日本における人と自
然の伝統的な共存形態である里地・里山のあり様とともに、
世界各地の生物多様性の保全と開発の調和事例を紹介し、生
態系の多様性を生かした経済発展や貧困撲滅の今後の可能性
を展望しました。
　伊奈久喜日本経済新聞特別編集委員は、『成長の限界』が
発表された 1972 年は、田中角栄元首相の「日本列島改造
論」が出版され、「成長に限界なし」との認識が広がりなが
ら、翌年のオイルショックで一転、日本人は成長の限界を身
をもって知らされたと回想。
　 引き続き、世界各地から集まったUNU人材人材育成コー
ス修了生がディスカッションメンバーとして、議論に参
加。午前中に、「サステイナビリティと平和」 をテーマとし
て行われたワークショップ（ジュニアフェローシンポジウ
ム 2010）の討議内容が報告されるとともに、修了生たちが、
各国で地球規模の課題解決のために活躍している自らの現場
体験に基づいて、持続可能な地球社会の将来像について意見
を述べました。
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いう現象」そのものに焦点を当てさまざまな研究がなさ
れていました。必ずしも戦争遂行のための研究ではなく、
戦略論のほかにも歴史、倫理、法律、文学、地域研究な
どさまざまな視点から戦争にアプローチしていきます。
　一つ目の修士課程で「国際関係学」を学ぶうちに、中
でも武力紛争や武力行使の問題に関心を持ちました。な
ぜ戦争（武力紛争）は起こるのか。武力の行使によって
何を追求するのか。先ほども述べたように、元々社会や
人間のあり方のようなものに漠然と興味があったのです
が、戦争という現象を分析することは社会や人間のあり
方を追究する究極の人間学のように思えたのです。ただ
当時日本では、戦争や武力行使についての研究はまだタ
ブーというような雰囲気があり、周囲からもたびたび、
なぜ戦争学？と言われました。ですが、北朝鮮の問題、

9.11 テロ事件などを経て、こういったことを学ぶこと
の大切さは広く認知されるようになったと思います。
2006 年に帰国したときには留学前と違い、いろいろな
方から「大切なことを勉強してきた」と言われました。
―― 具体的に平和や戦争のどんなことを学ぶのです
か？研究内容の一端を教えてください。
二村：キングスでの修士課程で面白いと感じたのは、政
府と軍隊の関係（政軍関係）や社会と軍隊の関係といっ
た軍事社会学の教科でした。修士論文では、昨今活発化
している平和支援活動に軍隊が従事する上での制度的、
文化的チャレンジについて取り上げました。また博士課
程では、戦争犯罪と国際刑事裁判について研究をしまし
た。博士課程での指導教授は、旧ユーゴ紛争の著名な研
究者で、国連の旧ユーゴ戦犯法廷に事実関係を整理する

「戦争」「平和」研究は "究極の人間学 "Interview

国連憲章は国際連合の第一 の目的を、「国際の平和と安全を維持すること」と定めています。平和に対する脅
威を除去し、平和的手段によって紛争を解決する役割こそが、国連の存在理由です。

　 国連のシンクタンクとして国連大学は、武力紛争や人権侵害、組織犯罪、兵器の拡散、テロといった平和への
脅威に対処するための実践的な研究と人材育成を進めています。近年では、気候変動をはじめとした地球環境の変
化や経済のグローバル化も安全保障と密接な関係を持ち、「平和研究」はいっそう複雑さを増しています。
　二村まどかさんは、国連大学の学術研究官として平和や安全保障の問題をテーマに、研究・教育やさまざまなプ
ロジェクトの企画・運営に取り組んでいます。その活動についてお話をうかがいました。

――「平和」や「戦争」を研究されるきっかけは何だっ
たのでしょうか？
二村：大学では法学部法律学科に入学しましたが、元々
は人間の営みや社会を写し出す鏡としての法律を勉強し
たいと思ったのを覚えています。法律そのものというよ
りも、「法社会学」や「法思想史」といった分野を学び
たかったのだと思います。
　入学してすぐ関心は国際問題に向いていったのです
が、私が在学していた当時同志社大学法学部には、国際
法のゼミナールがありませんでした。それで 3 年生に
なったときに、政治学科に開設されていた「外交史」の
ゼミを受講しました。毎週の課題文献も多く、3年の後
半から英語の文献を読まされるなど、とてもハードなゼ
ミでしたが、2年間随分鍛えられました。
　3年生のときのゼミ論文では、アメリカ人の原爆観を
テーマに取り上げました。よく言われるようにアメリ
カでは、原爆投下は太平洋戦争を終結させ、結果として
「100 万人」もの命を救ったとする考えが根強くありま
す。しかし同じアメリカ人でも、世代間によるギャップ
もあります。ひとつの歴史的出来事に対して社会によっ
て、そして世代によってもさまざまな捉え方があり、そ
れを認識・理解することの大切さと同時に、互いに受け
入れ合うことの難しさも感じました。このゼミを通じて
国際関係学、特に戦争と平和の問題をもっと広い視野か
ら勉強したいと思うようになりました。
―― それで大学卒業後、留学されたわけですね。
二村：その当時、日本では国際関係学を専門的に学べる
大学院が今ほどたくさんありませんでしたし、また幼い
頃、両親の仕事の関係でイギリスに 1年ほど住んだ経
験もあったということもあり、イギリスで国際関係学を
専攻しようと思い留学しました。ただその時点では、研
究者を目指す気持ちはありませんでした。
―― 修士・博士課程で「戦争学」を専攻されていますが、
「平和学」と「戦争学」との違いは何でしょうか？
二村：「平和学」は平和の追求を念頭に置いた学問で、
平和を創り出すために具体的にどうしたらよいかという
プラクティカル（実践的）な側面を持っています。それ
に対して私が在籍した「戦争学」研究科では、「戦争と

二村まどかUNU学術研究官インタビュー

聞き手：jfUNU　



「
世
界
各
国
の
学
術
研
究
機
関

と
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う

こ
と
で
、
平
和
構
築
へ
の
視
野

が
大
き
く
広
が
り
ま
し
た
」

7

ために証人として出廷しました。この教授の影響で、私
も国際刑事裁判と国際安全保障との関係について研究を
進めるようになりました。　
　国連によって作られた数々の国際･混合刑事法廷には、
戦争犯罪や人道に対する罪などの国際犯罪の責任者を裁
くことで、国際平和と安全の維持に寄与することが期待
されています。平和と正義、法律と政治という、国際政
治の場で互いに競合すると考えられてきた要素が、国際
刑事裁判では相互補完的に理解されているのです。
　旧ユーゴスラビアやルワンダの紛争の場合のように、
国連の安全保障理事会がその強制措置として、国内裁判
より優越性がある国際刑事法廷を設立した背景には、集
団殺害（ジェノサイド）や「民族浄化」等の重大な国際
人道法違反の責任者を追及することで、国際の平和と安
定、そして紛争後の平和構築と和解を実現するという目
的がありました。しかし一方で、ユーゴやルワンダの法
廷に対しては、国連主導の審理が現地の人々のニーズと
乖離しているという批判もあります。その反省にたって、
シエラレオネの内戦後のケースでは安保理は一歩引き、
国連と当該国同意のもとで、国際、国内要素の混在した
いわゆる「混合法廷」という形態が生まれました。国際
社会の強みと当該国内のニーズを加味した新しい枠組み
が生まれたわけです。国際刑事裁判のあり方も時代や国
際社会の状況とともに変容しています。

1998 年にローマ条約により設立された国際刑事裁判所（ICC）
とは別に、現在まで国連が関わる形で、旧ユーゴスラビアと
ルワンダの紛争、シエラレオネやカンボジアのケースなどに
関して、計 7つの刑事法廷が設立されている。

二村：最近の研究テーマとしては、「移行期の正義」を
平和構築の中で具体的に位置づけることを試みていま
す。「移行期の正義」とは、内戦状態から平和へ、独裁
政権から民主体制への移行期にある不安定な社会におい

て、過去にあった戦争犯罪や多大な人権侵害にどう取り
組むのかという問題です。単に被害者の正義といった感
情的な問題だけでなく、新体制を確立するために旧政権
との関係をどう図るのかといった現実的問題が絡み合
い、非常に複雑な要素をはらむテーマです。
―― そうした研究と同時に、国連大学の職員としてさ
まざまなプロジェクトを企画されていますね。
二村：国連大学のプロジェクトとして 2009 年 10 月に

はガーナで、さらに今年6月にはボスニアのサラエボで、
平和構築の実務家や研究者を交えたワークショップを企
画･開催しました。現地の専門家の視点、意見を重視し
た内容となるよう腐心しましたが、サラエボではワーク
ショップの成果をサラエボ大学の学生やメディアに公開
して好評を得ました。国連大学は「学術の架け橋」とな
ることをその使命のひとつとしています。世界各国の学
術研究機関とパートナーを組み、共同プロジェクトを展
開することは国連大学の重要な活動のひとつです。
　また外務省の委託により広島平和構築人材育成セン
ター（HPC）が、日本において平和構築分野で活躍する
人材を育成するプロジェクトを行っています。国連大学
ではHPC と協力し、「平和構築基礎セミナー」のプログ
ラムを策定し、国連大学本部で実施しています。
　こうしたプロジェクトの企画、運営を通じて平和構築
の問題に対する視野が大きく広がりました。
―― さて国連大学のサステイナビリティと平和研究所
では新たに大学院を開設し、先生も教官として学生を指
導されています。
二村：新大学院では授業科目として、「国際平和と安全
保障」「グローバル世界における人権」を担当していま
す。 今年は初年度で入学生は 5名でしたが、今後増えて
いく予定です。将来的には博士課程も設置されます。そ
れに伴い世界各国からさまざまなバックグラウンドを持
つ学生が集まってくるかと思います。現在でも、安全保
障をずっと専門にしている学生もいれば、理系専攻の学
生もいます。こういった学生たちに、平和、環境、開発
の問題の重要性とそれらの関係性について教えるのは簡
単ではありませんが、毎回授業ではたいへん活発な議論
がなされ、教員としても大変多くの知的刺激を受けてい
ます。

二村まどかさんのプロフィール

国連大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP）ア
カデミック・プログラム・オフィサー、人権と倫理研究部
長。京都府出身。同志社大学法学部卒業後、ロンドン大学・ 
London School of Economics and Political Science 国 際 関
係学修士課程修了（修士）、ロンドン大学・キングスカレッ
ジ戦争学研究科修士課程修了（修士）、同博士課程修了（博
士）。ロンドン大学・キングスカレッジ客員研究員、同志社
大学嘱託講師を経て、2008 年 1 月より現職。専門は国際関
係学、国際刑事裁判、平和構築、移行期の正義。著書に『War 
Crimes Tribunals and Transitional Justice: The Tokyo Trial 
and the Nuremberg Legacy (London: Routledge, 2008)』等

Dr. Madoka FUTAMURA



ジュニアフェローシンポジウム 2010
　 国連大学本部では、地球課題の解決に従事する人材の養成の
ため、これまで各種の人材育成コースを実施してきた。「jfUNU/
UNU ジュニアフェロー・シンポジウム」は、2006 年以来、これ
らの人材育成コース修了者のフォローアップと修了生同士の連携
の場を提供することを目的として、国連大学協力会と国連大学が
実施してきたもの。
　2010 年度は、国連大学新大学院の創設記念シンポジウムの一環
として、世界の第一線で活躍する若きリーダーたちを世界 11 カ
国から迎え、「サステイナビリティと平和」をメインテーマとして
ワークショップを 9月 3日午前に開催した。 記念式典に先立ち行
われたこのワークショップでは、デニス・メドウズ博士もオブザー
バーとして参加。勝間靖早稲田大学大学院教授／国連大学人材育
成コース同窓会会長、望月康恵関西学院大学法学部教授、蟹江憲
史東京工業大学社会理工学研究科准教授、鎗目雅東京大学新領域
創成学研究科准教授（いずれもUNU人材育成コース修了生）のコー
ディネートにより、「国際法と平和」、「環境保護」、そして、「サス
テイナビリティ」のサブ・テーマに従って、「成長の限界」 のその
後について、活発な議論と意見交換が繰り広げられた。

レクチャーシリーズ 3を発刊
　 jfUNU では COP10 に先駆け、昨年 11 月に国連大学、名古屋大
学との共催でシンポジウム「資源としての生物多様性を考える」
を開催したが、その内容を編集・収録した jfUNUレクチャーシリー
ズ 3『資源としての生物多様性』を 7月に刊行した。「遺伝資源と
しての生物多様性」をさまざまな角度から論じ、生物の多様性を
はじめとした地球の生態から人類が学ぶことの広さおよび深さを
提示している。購読希望者は、国際書院のウェブサイト （http://
www.kokusai-shoin.co.jp/）をご覧ください。

国連大学・九州大学との合同シンポジウム
　7月 29 日（木）、jfUNU は九州大学医学部百年講堂で国連大学
（UNU）、九州大学と共催によりシンポジウムを開催した。テーマ
は「グローバル・ヘルス」。 保健医療の問題は今、国境を越えて拡
がっている。発展途上国、先進国を問わず、一地域の人々の健康
と公衆衛生の問題が、地球規模の問題へと拡大されることもしば
しばである。健康・医療・公衆衛生の問題は緊急に解決をすべき
地球規模の課題となっているが、シンポジウムではこうした問題
への認識をあらためて高め、その解決に資するため、国連大学と
九州大学の研究成果や知見が発表された。

Friends of UNU 公開フォーラム
　jfUNU では UNU-ISP の協力を得て、UNU の展開する活動を一
般市民の人々に紹介しながら支援していこうと、第 1回「Friends 
of UNU 公開フォーラム」を 9月 4日、国連大学本部ビル 1F 地球
環境パートナーシッププラザで実施した。
　 第 1 部は、「国連大学人材育成コース修了生とともに国連平和
維持活動を考える」。UNUの国際講座を修了し、現在国連職員と
して PKOに従事しているリノ・シアーラさんとウーター･フォン・
クイックルボーネさんをスピーカーに招き、国連の展開する平和
維持活動について分かりやすい解説が行われた。続く第 2部では
趣向を変え、JAXA の宇宙科学広報・普及主幹阪本成一教授に、「宇
宙航空研究開発機構（JAXA) の最新の宇宙映像から地球を考える」
というテーマで講演いただいた。地動説の普及や惑星の発見など
天文学の基礎から、宇宙飛行士の仕事、気象衛星が観察した近年
の気候変動の様子、さらに宇宙人の存在の可能性まで興味深い話
が盛り沢山で、聴衆を引き込んでいた。

COP10 と国連大学
　名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議
（COP10）は、土壇場の最終11月29日深夜に、「名古屋議定書」と「愛
知ターゲット」の採択で閉幕した。
　とりわけ、先進国と途上国の利害が激しく対立した「遺伝資源
へのアクセスと利益配分 (Access and Bnefi t Sharing)」に関する国
際ルールを定めた名古屋議定書の策定にこぎつけたことは、日本
が議長国としてのリーダーシップを発揮し、前向きの成果を生み 
出したものとして大きく評価されている。
　COP10 の開催期間中、国連大学もさまざまな形で会議をサポー
トし、提言を行った。10 月 19 日には、地球環境パートナーシッ
ププラザ、環境省とともに COP10 記念イベント「里山知事サミッ
ト - 里山・里海の利用・保全と地域活性化 -」を実施。古来より人
間と自然が理想的に調和・共存してきた形態である里山・里海の
再構築と利用、保全やそれによる地域の活性化について考察した。
同イベントでは、生態系保全と地域開発の両立に先進的な取り組
みを行っている 国内の自治体の知事の参加を得て、それぞれの特
徴的な事業が紹介されるとともに、長期的視点に立った里地里山・
里海の再生とそれを通した生物多様性の確保に向けた戦略の策定
が提案された。
　また同じ 19日、国連大学高等研究所（UNU-IAS）が環境省と協
力して推進している「SATOYAMAイニシアティブ」について、里
山を現代社会の中でもう一度立て直し、それを通じて人間と自然
の関わりを再構築するための取り組みを国際的に推進するための
プラットホーム「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシッ
プ発足式典」が行われ、世界各国の政府関係者、NGO、研究者、
専門家、メディア関係者、私企業、等 500 名を超える人々が参加
した。
　 翌 10 月 20 日には、COP10 公式サイドイベントとして農林水
産省、国連農業食糧機関と共催で、「農業と生物多様性」を開催し
た。生物多様性と同じく危機に瀕している農業の多様性を、生物
多様性への貢献という視点で再考しながら、「多様な農業」のあり
方について、将来像を提示した。
　さらに UNU メディアスタジオは、10 月 17 日に、熱田神宮公
園中央ステージにおいて、これまで製作した生物多様性をテーマ
とした映像作品を環境省の協力を得て公開。生物多様性における
課題や事例をわかりやすく紹介した。

Activity Report
UNUjfUNU

Junior Fellows Symposium

COP10 Side Events Friends of UNU Part1

Friends of UNU Part2

Lecture series

公益財団法人 国連大学協力会
〒 150-8925  東京都渋谷区神宮前 5-53-70
TEL 03-5467-1368　FAX 03-5467-1349　　
URL http://www.jfunu.jp/    E-mail  jf@unu.edu　
Twitter  http://twitter.com/jfUNU/　

jfUNU では賛助会員を募集しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。

   国連大学協力会 検  索




