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Interview

今

気候変動に苦しんでいる人々を助けたい
夏、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政治経済
学部 3 年生の岡村美慧さん。研修の
一環として国連大学サステイナビリ
ティと平和研究科博士課程に在籍す
るガーナ出身のヤウ・アジェマン・
ボアフォさんにインタビューしても
らいました（構成：JFUNU）
。

ない人は、犯罪に走ります。その結果、気候変動の問題
は社会全体の問題となってくるのです。気候変動の影響
は、雨の予測不可能性のみならず、気温上昇や洪水にも
至ります。気温上昇は、土地を悪くし、作物を枯らして
しまう他、山火事の原因にもなってきます。また、ガー
ナにはヴォルタ川という大きな川がありますが、雨が大
量に降ると溢れ出して大洪水となり、家や作物をだめに
してしまうのです。
――現地ではどのように調査を進めていますか？
ボアフォ：コミュニティ・ベースの調査をしています。

――どんな経緯で UNU-ISP の大学院を知りましたか？

コミュニティの長老と一緒に座って、どんな研究である

ボアフォ： ガーナ大学の地理学部で研究アシスタント

のか、研究の目的は何なのかを説明して調査をよく理解

をしていたときに、UNU-ISP で勤めていたことのある

してもらいます。そのあと、家々を回って質問をなげか

教授から UNU の存在を聞いて知りました。ちょうど

けたり、話したりします。そこで、インフラを見せても

参加していたプロジェクト、
「気候変動への適応とレジ

らったりもします。小学校とか、森林地とかね。あと、

リエンスにおける先行研究（Anticipatory Learning on

コミュニティには神聖な森というのが存在しています。

climate change Adaptation and Resilience）
」と同じよ

そこの木は切ってはいけない、などの古いしきたりが

うなプロジェクトが UNU-ISP でも行われていたため、
出願することにしました。面接審査などをパスして幸運
にも大学に受け入れが決まりました。
――研究内容について教えてください
ボアフォ：気候変動によって被害を受けている地方の
人々の生活を改善する方法を研究しています。地方に住
むほとんどの人が農家なので、収入源である作物の出来
が天候に依存してしまい、気候変動が人々の生活に直接
大きな影響を及ぼしているのです。なので、地方に残る
伝統的な知識、技術を利用して、被害から回復する力＝
Resilience を探っています。
――具体的にどんな問題が発生しているのでしょうか？
ボアフォ：ここ 30 年、雨が降る時期が予測不可能になっ

あったりします。調査中は、コミュニティの中で生活し

てきました。雨が予測できていた頃は、農作をする時期

ます。一緒にコミュニティの回りを歩いたり、家族のイ

を決めることができましたが、今はできません。苗を植

ベントに参加したり。こうすることで、親密になること

えても雨が降らなければ作物が枯れてしまいますし、土

は大事です。信頼関係が生まれて、大事な情報を得るこ

地もやせてしまいます。地方の人々は貧しいので肥料を

とができますから。

買うこともできません。農業以外に収入源がなく、農作

――将来的にこの問題を解決していきたいとお考えです

物のみに頼って生きている地方の人は農業ができなくな

か？

ると、都市に出ていきます。しかし、教育を受けていな

ボアフォ：はい。ガーナ北部のあるコミュニティの人々

い人、スキルのない人には仕事先はありません。道端の

を助けたいと考えています。私は現地で彼らが苦しんで

露店などで働くことになります。その仕事さえ見つから

いる姿を目の当たりにしました。今書いている論文も大
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きな助けになるはずです。私は、彼らの生活を改善する
ために、まずはエンパワーメントによる能力構築が重要
だと考えています。資金やインフラも大事ですが、それ
以上に教育は重要です。それは、コミュニティの人々が
外部の支援だけに頼るのではなく、自ら問題解決をする
ことを可能にします。
たとえば、
コミュニティ同士のネッ
トワークを構築する能力を得ることができれば、問題や
災害が起きたとき、コミュニティ同士で助け合うことも
できますし、マイクロファイナンスのグループに入るこ
とで、ビジネスをすることもできるようになります。
――UNU のプログラムは充実していますか？
ボアフォ：はい。満足しています。博士課程は研究が主
なので、
実践的な授業が用意されていて非常にいいです。
また UNU が提供しているコースは様々な種類があるた

がちです。ガーナといえばチョコレート、みたいにね。

め、楽しんでいます。もちろん新しいプログラムなので、

それだけではないということを知ってほしいです。私は

問題がないわけではありませんが、これから改善できる

研究者だから特にこう思うのかもしれませんが、人々に

点を一つ一つ磨いていけばいいと思っています。今要望

は、他国についてもっと正しい情報を積極的に学ぶべき

があるとすれば、生徒一人ひとりの特別なニーズにもっ

責任があると思います。ガーナ人だって、日本と言われ

と応えられるようしてほしいということですね。統計の

ればテクノロジー王国を思い浮かべると同時に、中国と

力がないから統計学を教えるとか。

混同してしまうことがあります。世界はグローバル・ビ

――今までで一番楽しかった授業は？

レッジです。たとえば、気候変動は国境をまたがって影

ボアフォ：菊池靖教授の授業が楽しかったです。対話式

響しあう問題ですよね。ガーナで起こったことは日本に

の授業だったので意見を自由に言うことができました

影響を与える。逆も同じことです。お互いのことをよく

し、自分のガーナでの経験を話すこともできました。

知らねばなりません。
ガーナは特に他のアフリカの国と違ってユニークな国

――トヨタ自動車から奨学金を受給していますね。大き
な助けになっていますか？

です。1975 年から 1981 年の間にあったクーデターを

ボアフォ：もちろんです。私が調べたところ、東京は世

除けば内戦の歴史が全くなく、平和な国ですから。平和

界で一番か二番目に物価が高い都市だということがわか

だからこそ、他の国以上に発展していますし、特に政府

りました。奨学金なしにここで勉強することは不可能

はしっかりしています。他の国より民主主義が根付いて

だったでしょう。

いるのです。ナイジェリアとかを考えるとアフリカは怖

――日本人との交流は十分にできていると思いますか？

い、とイメージしてしまうかもしれませんが、そのとき

ボアフォ：いいえ。もっと日本人と交流したいです。こ

は、ぜひまずガーナに来てみてください。

れも UNU に足りないところの一つだと感じています。
今は一人暮らしをしていますが、近所の方と話すことが
■ jfUNU レクチャーシリーズ 8 を発刊

ありません。ホスト・ファミリーのもとで暮らすことも
できるのですが、ホスト・ファミリーも忙しいのでゆっ

国連大学協力会では、2011 年 12 月 16 日に、国連大

くり話すことが難しいのです。ガーナでは近所付き合い

学サステイナビリティと平和研究所との共催によって、

が深く、よくご飯を一緒に食べたりするので、東京では

ジュニアフェローシンポジ

それがないのが残念です。

ウ ム 2011『 人 間 の 安 全 保

――一般的な日本人が持つガーナへのイメージについて

障

どう思いますか？

て－』を開催しましたが、

ボアフォ：日本人がガーナに対して持つイメージは、本

このたびその内容を編集・

当のガーナの真逆といえるでしょう。ガーナは確かに発

収 録 し た 上 で、「jfUNU レ

展途上国ですが、首都は東京みたいです。インフラも設

クチャーシリーズ 8」
（武内

備も十分に整っています。実際、私は電気も水道もすべ

和彦・松隈潤編 国際書院）

て整った環境で育ちました。地方では、確かに動物がい

として出版いたしました。

ますが、人が住んでいる地域と動物が住んでいる地域は

ご希望の方に本書を送料

全く分けられています。動物は森やサバンナ、自然公園

とも無料で差し上げます。

に住んでいるのです。
これは日本人だけではないですが、

お申し込みは、氏名、住所、電話番号を明記のうえ、

開発途上国への無知は改善すべき点だと思いますね。テ

E-mail jf@unu.edu か FAX 03-5467-1349。先着 3 名まで。

レビやネットといったメディアは偏ったイメージを与え
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－新たな展開を目指し

国連大学の
最近の動向について

いますが、博士課程のう

－第 18 回理事会での報告より－

人ともアフリカ出身です

10 月 29 日、公益財団法人国連大学協力会の第 18 回
理事会が開催されました。冒頭武内和彦国連大学上級副
学長より、国連大学の最近の動向について報告がありま
したので、下記に収録します。
◆

◆

デイビッド・マローン新学長が本年 3 月に着任しま
したが、赴任して以来、精力的に国連大学に対する新し
い取り組みを進めております。新学長の現時点での最大
の関心事は、国連システムとの連携の強化ということで
す。6 月には TICAD Ⅴが横浜で開催されましたが、そ
の際に新学長主催で潘基文事務総長との昼食会が開催さ
れ、私にも事務総長と直接話をする機会が与えられまし
たが、これも新学長が国連を重視していることの現われ
だと思います。
新学長が赴任して以来、組織の見直しについての大き
な方向性が示されました。その一つは、私が今所長を務
めておりますサステイナビリティと平和研究所と横浜に
あります高等研究所、この二つの機能がかなり重複して
いるということで、来年の夏を目処に統合させ、国連大
学本部に集中させるということです。
また、学長直属の組織として、国連の課題、特に平和
構築、安全保障といったテーマを中心に、本部に小規模
なセンターを設置し、シンクタンクとしての機能をより
強化していくということです。現在、このような方向で
議論が進んでいます。ちなみに私自身は、来年 1 月以
降は上級副学長の職務に専念するようにとのことで、現
在、新たに統合される研究所の所長の公募を行っている
ところです。従って、私自身は、来年からは、大学院の
担当というよりも、国連システムとの関係強化、あるい
は日本の各方面の方々との連携強化などを中心に活動さ
せていただくことになると思います。

ちの 1 名についても協力
会のご支援をいただいて
受け入れております。二
が、ひとりはナイジェリ
ア、ひとりはガーナ国籍
で、ガーナの学生はプロ
ジェクトのメンバーとし
て JICA か ら の 支 援 を 受
けるかたちになっていま
す。
日本の大学との連携についても、前学長と同じく新
学長も非常に重視しておりまして、東京大学新領域創
成科学研究科のサステイナビリティ学教育プログラム
との連携で、ジョイント・ディプロマという制度を今
学期から始めることができました。これは国連大学で
修士・博士を取得する学生が、一定程度の単位取得と
共同のフィールドワークを行うことで、東京大学から
ディプロマの称号を得ることができる。逆に東京大学
で修士・博士を取得する学生は国連大学からのディプ
ロマを得ることができるというものです。これは、長
期的には共同学位に向けた取り組みの第一歩だと、私
どもとしては考えておりまして、非常に大きな成果で
はないかと思っております。学生にも非常に好評で、
両方の大学のかなりの学生が、このジョイント・ディ
プロマのプログラムに参加するという状況になってい
ます。
新学長のもとで、国連システムと直結した課題解決
に向けた新しい取り組みを開始するとともに、今まで
協力会の皆様方のご支援を得ながら築きあげてきた大
学院プログラムをさらに発展させる。それをいかに両
立させるかが、これからの私どもの大きな課題である
と考えております。いずれまた、新学長から直接この
ことについて皆様方にお話をさせていただく機会があ
ればと思っております。

大学院については、国連大学協力会の多大なご支援も
いただき、順調に学生を受け入れております。今年合格
した学生について簡単に紹介させていただきます。
修士課程は 11 名受け入れることになりました。アメ
リカから 3 名、アフリカから 3 名、日本を含むアジア
から 3 名（うち日本は 1 名）
、ヨーロッパから 1 名、ラ
テンアメリカから 1 名ということで、地理的にバラン
スのいい構成になっていると思います。前からお話をさ
せていただいておりますが、アフリカの応募者が大変多
いということは、いまの日本の大学では考えられないこ
とであります。この国連大学が、開発途上国、特にアフ
リカに対してフォーカスを当てていることを、学生諸君
も十分理解している結果ではないかと思っています。
博士課程については、今年 2 名受け入れました。修
士課程の学生についても協力会のご支援をいただいて
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ラブで、渋谷地域にあるロータリークラブとして、地元
の老人ホームに資材を寄贈したり、カンボジアの病院へ
● 第 29 回グローバル・セミナー湘南セッション開催

の救急車の寄贈、さらに青山学院ローターアクトクラブ

国連大学グローバル・セミナーは、大学生、大学院生

への支援活動など地元に根付いた地道な運動や国際的な

（留学生も含む）と若い社会人を対象として、国連が取

援助活動など各種の奉仕活動を積極的に展開している。

り組む地球規模の諸問題について認識と理解を深めるた

6 月には同クラブの会員有志が国連大学を訪問してい

めのセミナー。自治体や学界との協力のもとで、1985

る。

年から開催している。参加者は 4 日間のセミナー期間中、

10 月 21 日、同クラブの定例会に国連大学の大学院生

寝食を共にしながら、講師陣による講義と質疑応答、参

3 名が招待された。ボアフォ・ヤウ・アジェマンさん（博

加者同士の討論と意見交換、さらにグループ発表を通し

士課程 2 年生）
、マイアングワ・ベンジャミンさん（修

て、知識を深め、分析力を高めるとともに、議論の進め

士課程 2 年生）、ムワイスンガ・ニシレ・コスマスさん（修

方を学ぶ。講師は国連など内外の国際機関の職員、政策

士課程 2 年生）で、会合では冒頭にそれぞれ自己紹介

立案者、学者、実務家が担当する。このグローバル・セ

を行った後、食卓を囲みながら、ロータリークラブの会

ミナーを修了した数多くの人たちが、その後、国際機関

員諸氏と歓談した。また同席していた青山学院ローター

や研究機関、官庁、その他民間企業等で、国際社会を舞

アクトクラブの学生とも今後交流を深めていくことを約

台に幅広く活躍している。

束した。

第 29 回目となった今年のセミナーのテーマは「新し

● 国際シンポジウム「生態系を基盤とした防災・減災」

いエネルギー選択が切り開く持続可能な未来」で 94 名

環境省と国連大学サステイナビリティと平和研究所

の学生（内外国人留学生が 24 名）が参加した。私達の

（UNU-ISP）は、仙台市で開催された「第 1 回アジア国

将来の生き方に直接影響を与えるエネルギー選択につい

立公園会議」（平成 25 年 11 月 13 日－ 17 日）に先立っ

て広く深い議論が展開され、最終日には、10 名程度に

て、国際シンポジウム「生態系を基盤とした防災・減災」

分かれた各グループが、連日深夜までたたかわせた議論

を 11 月 12 日に開催した。

の成果を披露。緻密な分析でプレゼンテーションを行う

アジアは、地震、津波、洪水、土砂崩れ、森林火災等

グループもあれば、寸劇スタイルで発表を行うグループ

の自然災害が集中する地域。これには、気象学的要因や

もあり、それぞれが趣向を凝らして熱気溢れるパフォー

地質的要因に加え、人口増加や沿岸都市域の拡大、不適

マンスを展開。最後に講評を述べたプログラム委員たち

切な土地利用、生態系の劣化などが大きな要因となって

も参加者たちを賞賛していた。

いる。生態系を基盤とする防災・減災は、一般的に人工

● 第 29 回佐藤栄作論文賞授賞式を開催

構造物に頼る対策に比べ、整備・維持費用が安く、また

佐藤栄作賞は、故佐藤栄作元総理大臣が 1974 年に受

景観向上や地域住民の生計への貢献などの副次的な便益

賞したノーベル平和賞賞金を基に設立された「佐藤栄作

が見込めるなど、災害の有無にかかわらず有用な対策で

記念国連大学協賛財団」事業の一環として行われている

あるといえる。しかしアジア地域においても取り組みが

国際コンテスト。同賞は、1980 年に創設され、1990 年

十分に進んでいない分野であり、その効果的な活用は地

以降毎年開催されている。

域共通の課題となっている。

2013 年の論文の課題テーマは「世界の平和と地球に

本シンポジウムでは、第 1 回アジア国立公園会議に

住む人々の安全や福祉を守るため、国連が大きな貢献を

参加するために来日した海外からの有識者および、東日

することを多くの人々が期待している。国連はこの期待

本大震災の復興に携わった国内の有識者による基調講演

に充分に応えているか、応えていないか。その原因、理

とパネルディスカッションを通じ、生態系を活用した防

由は何か。対策はあるか、意見を述べよ」
。応募総数は

災・減災を進めるための課題と方向性を検討した。

８５編（日本語２４編、英語６１編）だった。優秀賞
20 万円の受賞者は、以下の 3 名。
秋山肇（国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス
学科学生 ) ／向山直佑（東京大学教養学部学生 ) ／中村
長史（東京大学大学院総合文化研究科学生 )。奨励賞 5
万円の受賞者は、Eszter Czeh（早稲田大学国際教養学
部学生 )。最優秀賞 50 万円の受賞者は、今回は該当が

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/

なかった。賞状と賞金は、9 月 30 日に国連大学で行わ
れた授賞式にて各受賞者に贈られた。
● 東京渋谷ロータリークラブの例会に
国連大学大学院生が参加
東京渋谷ロータリークラブは 2001 年に創立されたク
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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

