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去る7月 30日、国連大学（UNU）本部ウ・タント国
際会議場で国連大学大学院サステイナビリティと平

和研究科第一期生の修了式が行われました。
　1975 年以来、UNUは「平和とガバナンス」や「環境と
開発」など多岐の分野において、短期集中講座を中心とし
た教育活動を行ってきました。そうしたコースの修了者の
数は、総計 7,500 人に上りますが、UNUではこうした経
験をベースとして、さらに本格的な高等教育を展開すべく、
2009 年の国連総会で国連大学憲章を改正し、2010 年秋よ
り正規の大学院課程を開設することとしました。
　今回の修了学生、ソチャット・ペンさん、モイゼス・ロ
ペスさん、プラディプ・タパさんの 3人は、新大学院の
第１期生として 2010 年 9月に入学し、2年間の修業期間
を無事修了して今回修士の学位記（サステイナビリティと
平和）をUNUの歴史で初めて取得することとなったもの
です。
　式典でははじめに、コンラッド・オスターヴァルダー学
長が、多くの人たちの協力と努力のお陰でこの日を迎えら
れたと挨拶。UNUが創立より続けてきた国連のシンクタ
ンクとしての機能を果たしながら、同時に本格的な大学院
教育に着手した意義は大きいと述べました。また今後、大
学院構想を世界各地で拡大することや他国の大学との交
流、さらにツイン研究所も積極的に展開したいとの希望を
表明しました。
　続いて、武内研究科長・国連大学副学長は、修士課程と
博士課程をつくることは、UNUにとって大きなチャレン
ジであったと述べ、アカデミック・ガウンに身を包んだ 3
人の修了生に向かって、パイオニアとして今後も頑張って
ほしいとはなむけの言葉を贈りました。
　来賓の松浦晃一郎前ユネスコ事務局長は、「UNU大学院
への志願者が年々増加していることがその躍進を物語って
いる」と語りました。
　その後、3人の学生に、オスターヴァルダー学長と武内
副学長から学位記が手渡され、最後に 3人がそれぞれの
学生生活を振り返り感謝のスピーチを行いました。
　また、場所を 2階ホールに移して行われたレセプション
では、jfScholarship 特別賛助会員として学生の奨学支援

 初の修了生輩出と博士課程のスタート
－国連大学大学院サステイナビリティと平和研究科－

にあたってきたトヨタ自動車株式会社の藤井郁乃主査が、
豊田章一郎名誉会長からの祝福の手紙と記念品を 3人に
贈呈しました。

トヨタ自動車の藤井主査から記念品を受け取る 3人の修了生
　
　一方で、今年 3年目を迎えるサステイナビリティと平
和研究科修士課程には、世界 90カ国に及ぶ国々から総勢
915 名の出願者があり、男性 5名、女性 11名が入学しま
した。
　また本年からUNU-ISP が新設したサステイナビリティ
学博士課程には 35名の出願があり、ガーナ、ベトナム、
フランスからそれぞれ 1名ずつが入学。
　9月 10 日には国連大学高等研究所（UNU-IAS）の大学
院修士課程（環境ガバナンス生物多様性研究科）の学生、
国連大学短期集中講座の受講生とともに入学セレモニーが
開催され、講師陣が学生たちを「UNUで充分に勉学に励
んで欲しい」と激励しました。
　国連大学協力会では、大学院サステイナビリティと平
和研究科の 2年生 1名に昨年から引き続きパナソニック
株式会社から冠奨学金を支給しているほか、住友化学株式
会社から同研究科修士課程 1年生の学生に、またトヨタ
自動車株式会社から博士課程 1年生の学生に、それぞれ 1
名ずつを対象として冠奨学金を支給しています。さらに、
複数企業から共同で他 3名の学生に奨学金の支給が行わ
れています。
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アフリカ内の国々同士で協力し合えるようなリーダーが必要

今年の夏期期間中、早稲田大学キャリアセンターから
の派遣により、国連大学協力会でイ

ンターンシップを行ったのが同大基幹理工
学部 2年生の石原みやびさん。研修の一
環として国連大学サステイナビリティと平
和研究科に在学するケニア出身のアレキサ
ンダー・インボさんにインタビューしてもらいました。

――これまでの経歴を教えてください
インボ：私はケニアのケニヤッタ大学で社会科学を勉強し
ました。卒業後、ケニア・コマーシャルバンクに 1年間
勤務し、会計とカスタマーサービスを経験しました。その
後、ケニアワイルドサービスに勤務し、コミュニティマネー
ジャーとして野生生物保護への地域参加を促す活動をしま
した。
――国連大学に入学されたきっかけは
インボ：より水準の高い教育を受けたいと思っており、イ
ンターネットで情報収集をしていました。そこで、国連大
学の存在を知り、サステイナビリティと平和研究科の研究
内容に興味を持ちました。
――研究内容について教えてください
インボ：サステイナビリティと平和研究科には「地球変動
とサステイナビリティ」「国際平和と安全保障」「国際協力
と開発」という 3つのテーマがあるのですが、私は「地球
変動とサステイナビリティ」で土地利用に関する研究活動
を行っています。論文テーマは「持続可能な開発のための
農地改革」です。農地制度の改革や公平な土地利用分布の
方法を研究しています。来年は、1ヶ月ほどケニアでフィー
ルドワークをする予定です。そこで行う現地の人々へのイ
ンタビューや政府資料の内容を論文に盛り込もうと考えて
います。
――大学院の講義はどうですか
インボ：国連大学の講義内容は非常に実用性に長けている
ように感じています。講義は学生 12 人と少人数です。教
授もフレンドリーに接してくれます。出題されるエッセイ
やリサーチペーパーの課題をこなすのは大変ですが、金曜
日にはクラスメイトと外で遊ぶこともあります。9月から
は、International Cooperation and Development と UN 
Systemの 2科目を履修する予定です。
――ケニアと日本をどのように比較されますか
インボ：日本は、伝統文化と現代文化がうまく共存してい
る国だなと思います。やはり、ケニアに比べると、貧困や
犯罪は少ないですし、交通や水の供給に関する問題もほと
んどないですよね。けれど、国民の政治に対する意識はケ
ニアに比べて低いと感じています。ケニアでは国の代表が
決まるとき、必ずといってよいほど暴動が起きるのです。
しかし日本では誰が国の代表になるのかについて、国民は

関係ないと思っているように見えます。
　また東京は物価がやはり高いですね。私はパナソニック
株式会社から奨学金をもらっているので、生活費はそれで
まかなっています。勉強に専念できるのでとても恵まれて
います。この奨学金がなければ、日本に来ることはできな
かったでしょう。パナソニックが日本で有数の大企業であ
ることも知っていますよ。
――野生生物保護に興味を持ったきっかけは
インボ：ケニヤッタ大学在学中、NGOで行った 9ヶ月の
インターンシップ経験で、野生生物保護の重要性を知りま
した。
――野生動物と人間の間にある困難は何でしょうか
インボ：主に 3つあります。まず 1つは、野生動物が人
間の生活に害を与えるケースが増えているということで
す。例えば、農家の作物を食べてしまう象は近年問題となっ
ています。これに関しては、被害を受けた人に対する政府
からの経済的な賠償が給付されるような法律を作る必要が
あります。2つ目は、営利を目的とした密猟です。売買用
の角や牙を獲得するために、サイや象が殺されています。
3つ目の問題は、干ばつによる野生動物の激減です。また、
人口増加に伴い、野生生物の生息領域に人間が侵入してし
まうケースが多くなったことも近年の問題として浮かび上
がっています。
――これらの困難に対する対策や今後の目標は何でしょう
か
インボ：野生生物の生息領域の多くは個人が所有する土地
にあるので、野生生物と人間の共存を目指すには、NGO
や土地を所有する農場主を巻き込んだ全面的な地域参加が

必要です。私が働いていたケニアワイルドライフサービス
では地域参加を実現するために、1）自然保護の重要性を
人々に教育する、2）自然保護に協力することで経済的な
報酬が得られるようなシステムを構築することの 2点を
目指しています。自然保護の教育については、子供たち向
けの講演会を学校で開いています。2点目に関しては、観
光業による利益を自然保護の協力者に分配することを行っ
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ています。この利益を使って、給水システムの向上や病院
などの施設を設置することができるのです。観光業による
利益は農業利益の次に大きいので、観光業による利益を政
府から人々に分け与えることができるかが地域参加のポイ
ントとなっています。人と動物が共存するには、害獣防除
方法を効率化させる必要もあります。トラップによる獲得、
電気柵、被害にあったときに連絡を取るための電話設置な
どが実地されています。また、ケニアの土地分配は、少人
数が国の半分近くの土地を独占してしまっているのが現状
です。このような土地分配を改善するため、私は法律改正
の提案をケニア政府にしようと試みています。
――アフリカの国々が経済的に自立するには何が必要だと
お考えですか
インボ：農業利益に依存し続けることはできないと考えて
います。現状は、アフリカの国々でとれた天然資源を先進
国が製品化し、元の価格の何倍かになった製品をアフリカ
の国々に売りつける、といった先進国が得をするようなシ
ステムになっています。例えば、コーヒー豆はアフリカの
国々で取れますが、豆の加工作業は他国にまかせています。
加工されたコーヒー豆をアフリカの国々が他国から買い取
る形になり、最終的にはアフリカの国々にとっての損失に
終わるのです。この状況を打破するには、アフリカの国々
は自らの土地で得た天然資源を使い、自分たちで製品を作
り上げ、それを他国に輸出する、といった一連の作業を行

う必要があります。これを実現させるには、有能なリーダー
が必要です。現在の国際貿易の不公平な点を理解し、アフ
リカ内の国々と協力し合えるようなリーダーが必要です。
――今後の展望について教えてください
インボ：大学院を卒業したら、ケニアに戻り、ケニアワイ
ルドライフサービスで 2年ほど働こうと思います。職務
経験を得てから、博士号取得を目指したいと考えています。
最終的には、政策立案者として、ケニアの政府機関で自然
保護の政策を改善していきたいと考えています。

11月 22 日に jfUNU/UNU ジュニア・フェロー・シンポジ
ウム 2012 を開催します。

　国連大学協力会では国連大学との共催により、11月 22
日に公開シンポジウムを開催いたします。今回のシンポジ
ウムでは、従来、ともすると分離された形で議論される傾
向の強かった「環境・開発」と「平和」を、サステイナビ
リティの観点から統合的に捉えることによって、人類と地
球環境の持続性を探求します。
　基調講演者には、原子力規制委員会委員で元国連事務次
長・前 JICA 副理事長のご経験を有する大島賢三氏を迎え、
環境と平和の統合的観点からのアプローチを図るととも
に、パネル・ディスカッションでは、「復興・開発と平和
構築」、「変化する環境と安全保障」等の観点からこの問題
へのアプローチを図ります。
● 日時：2012 年 11 月 22 日（木）　13:00 - 17:45
● 場所：国際連合大学 ウ・タント会議場
● 主催：国連大学サステイナビリティと平和研究所、
　　　　公益財団法人国連大学協力会
● 後援：外務省、文部科学省
● 助成：東京倶楽部
　　　お申込み、詳細は本法人のウェブサイトから



■ 住友化学の千葉工場を見学
　大手化学総合メーカーの住友化学株式会社は、国連大
学協力会（JFUNU）の jfScholarship 特別賛助会員として、
JFUNUならびに国連大学（UNU）へ多大なご支援をいた
だいていますが、７月 18日には関係者のご好意により、
同社の千葉工場を見学するというまたとない機会に恵まれ
ました。
工場見学に参加したのはUNU-ISP の大学院生、UNU-IAS

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　
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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

の大学院生とフェロー、それに JFUNUの職員ら総勢19名。
バスをチャーターしてUNU本部ビルを出発し、アクアラ
インを経由して一路千葉県姉ヶ崎の同社工場へ向かいまし
た。
　工場へ着くと、千葉工場の辻光慈副工場長と CSR 推進
部の内山啓子さんが出迎えてくれました。昼食をとりなが
ら、辻副工場長のパワーポイントによる説明とビデオ映像
で同工場の概要を把握。工場は姉崎地区、袖ヶ浦第Ⅰ地区、
第Ⅱ地区の3地区が隣接し、総面積217万m2にもおよぶ、
住友化学を支える石油化学部門の製造拠点がありました。
併設する石油化学品研究所、樹脂開発センターなどの研究
部門とも連携し、サウジアラビアやシンガポールなどにお
ける、石油化学部門のグローバルな事業展開を支えている
とのこと。
　皆そのスケールの大きさに圧倒されつつバスを降り、今
度は 2グループに分かれて工場内の施設や装置を職員の
方の丁寧な説明を交えて間近かに見学。高校時代に化学に
興味があったという学生などからは、製品の精製過程など
細かい質問がされていました。

■ 住友化学本社を表敬訪問
    7 月 20 日（金）、国連大学のスリカンタ・ヘーラト上級
学術官が、UNU-ISP 大学院生 2名とともに、東京・新川
の住友化学株式会社本社に出向き、同社の高尾剛正代表取
締役・副社長執行役員を表敬訪問しました。訪問学生は、
ソチャット・ペンさんとプラディプ・タパさん。いずれも
UNU-ISP 大学院の第 1期生で 7月末をもって大学院を修
了しています。
　国連大学協力会（jfUNU）では、UNU-ISP 大学院開設と
同時に、企業、団体、個人から賛助会員を募り、同大学
院の学生に会費を奨学金として支給する jfScholarship for 
UNU 奨学助成賛助会員制度を開設していますが、住友化
学はこの制度における特別賛助会員として、UNU-ISP 大
学院生の勉学及び研究活動を支援していただいています。
今回の訪問は、受給学生が課程を修了するにあたり、そう
した同社の支援に対し直接謝辞を述べるとともに、UNU-
ISP 大学院の現況を説明・報告するために行ったものです。
　会談に先立ち、住友化学から個別に支援を受けてきたペ
ンさんから同社の米倉弘昌会長へあてた「感謝状」が高尾
副社長に手渡されました。また同じく住友化学から奨学助
成を受け、今回就職活動のために本国のギニアビサウへ帰
国中のロペス・モイゼスさんからのお礼の書簡が、本人に
代わってヘーラト教授から渡されました。
   引き続いた歓談では、ヘーラト教授が大学院の内容及び
新たに開設する博士課程の教育目標について説明。続い
てタパさんが、前々日に見学した住友化学千葉工場につい

て、「最先端の化学技術を目の当たりにできて非常に興味
深かった」と感想を述べるとともに、住友化学が独自技
術によりアフリカ諸国のために開発したオリセットネット
（蚊帳）を取り上げ、「単に利潤追求だけでなくアフリカ諸
国への雇用創出という支援も生み出していることに感銘を
受けた」と話しました。
　さらにペンさんは、「国連大学大学院では、親切な教授
陣から多彩な授業を受けてきた。授業以外にも、講演やセ
ミナーを通して世界各国の著名人やグローバル・リーダー
の謦咳にも接することができた。こうした充実した日々は、
御社からの奨学金なしには考えられませんでした。物価の
高い東京でも、生活費の心配をすることなく、毎日の生活
を送ることがました」と心からの感謝が述べられました。
　高尾副社長は、「グローバルな展開を目指し、実行して
いるのは UNU-ISP 大学院も住友化学も共通するものがあ
る」と語り、「大学院修了後は世界に羽ばたき活躍してほ
しい」と学生たち激励しました。




