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2020 年の国連大学は？

　　　　　　                                                             　コンラッド・オスターヴァルダー新学長就任挨拶要旨

　ご来場の皆様、この非常に感動的な瞬間に、是非落ち
着いてご挨拶できればと思います。
　まず最初に、ハンス・ファン・ヒンケル学長に厚く御
礼を申し上げます。10年間にわたり、無私の心で情熱
をもってご貢献いただき、UNUをリードしてくださっ
たことに心から感謝いたします。素晴らしいアイデアを
実現されてきたファン・ヒンケル学長。その成功の陰に
は研究者の方々と UNU職員の皆さんのご尽力があった
からこそだと思います。感謝の意を表します。25年間
にわたって学長を支えてこられた学長アシスタントの
マックス・ボンドさんに皆様拍手をお願いいたします。

そして、私を UNUの学長に任命いただいたことに、皆
様にも感謝申し上げたいと思います。
　今日この場で、私のこれからの 5年間の任期中のプ
ログラムを発表することを皆様が期待されていることは
充分承知しております。が、本日はそれをいたしません。
この大学の機能やメカニズムについて、まず学び取りた
いと思っているからです。
　しかしながら、今日は私の夢を皆さんと分かち合いた
いと思います。私が退任した後の未来の夢を皆様にお示
ししたいと思います。
　一つ目の夢。2020 年、もしくはそれ以前には UNU
は世界的にも注目される組織になっていて、日本に拠点
があるということも広く認知されていることでしょう。
日本の社会に根づき、日本の文化とも深い関わりを保ち
ながら、世界への扉を開く存在になっているでしょう。
グローバルな大学でありながら、独自性も失っていない。
　二つ目の夢、UNUの研究者が世界の差し迫った問題
の解決に大きく貢献していると認識されていることで
しょう。国連システムのみならず、各国政府や企業セク
ターからも頼りにされるアドバイザーとして、誰もが認
める信頼性を持った組織になっていると思います。
　これからは国連のアジェンダに関して、大きな問題は
経済界を巻き込まなくては解決策を見出せない時代にき
ていると考えます。大きな資金と寄附金を得て、世界各
地の途上国各国に UNUの支部が設置されるようになる
と思います。

　第５代国連大学学長にオスターヴァルダー氏が就任

　1996 年より国連大学学長として、さまざまな取り組
みと改革を実行してきたハンス・ファン・ヒンケル氏
が、8月末日をもって退任しました。代わって新たに第
5代学長として、スイス連邦工科大学前学長のコンラッ
ド・オスターヴァルダー氏が就任し、その学長交替式が
8月 31 日、UNハウス ウ・タント国際会議場で開催さ
れました。オスターヴァルダー新学長の任期は 2012 年
8月までの 5年間です。
　交替式に先立ち、日本の民間の立場から国連大学
（UNU）の発展に貢献した故・永井道雄初代国連大学協
力会理事長（元文部大臣）に因んで第 6回永井道雄記
念講演会が開催され、ファン・ヒンケル教授が UNU学
長として最後の講演を行いました。
　以下にオスターヴァルダー新学長の就任挨拶、ファン・
ヒンケル学長の講演ならびに退任挨拶それぞれの要旨を
掲載します。

（構成・文責：jfUNU、写真協力：UNU広報部）



　　　　　　                                                　　　ハンス・ファン・ヒンケル前学長の講演と退任挨拶要旨

割」を UNUに期待しました。エリザベス・ローズ夫人
は、UNUが国際的な大学となることを願っていました。
ジャーナリストであり、文部大臣として政界でも力を発
揮した永井道雄氏はメディアを通じて、日本の高等教育
が国際化を遂げるためにも、国連大学が日本に必要だと
訴えました。第 2代学長のスジャトモコ氏は、科学の
世界における国境を超えた連帯の必要性を説きました。
　いろいろな人が、いろいろな夢や意図を持ち、そして
時を経ながら、それぞれの夢を UNUで実現しようと取
り組んできたのです。

◆　　　　◆

　人生というのは時に予測しない方向に進むものです。
1995 年の 12 月、IAU（国際大学協会）が、「国際高等
教育政策」に関する特別号を発刊し
ました。最初の論稿は永井道雄先生
のもので、「21世紀の大学」がテーマ、
そして二番目の寄稿が、私の「2050
年の大学、創造力と革新の組織」で
した。
　当時、お互いに知り合いではあり
ませんでしたが、同じような方向性
を私たちは共有していました。永井
先生はこの論文の中で、「成長には限界があるが、『大学
の国際化』についてはまだ成長する余地をはらんでいる」
と主張しました。そして UNUの存在意義を説いていま
した。私は、グローバル化時代の大学のあり方や、知識
社会における大学の役割に言及しました。やはり UNU
をはじめとした大学機関が、今後、創造と革新の原動力
になると訴えました。永井先生も私も、新しい国際秩序
が求められる 21 世紀において、UNU の取り組む課題
が広がっていくと述べたのです。

◆　　　　◆

 夢を現実に － 国連大学の歩みと未来 ―
■ 永井道雄記念講演会

　私たちは全員が、それぞれ夢を持っています。その夢
を共有したとき、それは力になり、大きな変化をもたら
します。マーチン・ルーサー・キング牧師は「私には夢
がある」と語り、人種差別の撲滅に大きな役割を果たし
ました。そして UNUも世界中の背景の異なる多くの人
たちが夢を共有し、手を携えることによって誕生しまし
た。
　共有された夢を実現することが困難な理由のひとつ
は、夢というのは同じように見えても、実は同じでない
ことにあります。政治的な妥協がしばしば必要です。ま
た高等教育や研究の事情は常に変化します。1970 年に
は適切であったものが、2007 年には今日性を失ってい
るかもしれない。世界の緊急課題も常に変化しているの
です。初代学長のヘクター氏はUNU創設にあたり、「資
金やプログラムなど大きな困難に直面している」と言い
ましたが、私が就任してからも、大学を創りあげていく
ための新たな検討が常に必要でした。
　ウ・タント元国連事務総長は、「ニューヨークの政
治の舞台では解決できない事柄にアイデアを出す役

故永井道雄氏

　さらには、UNUはダボス世界経済フォーラムにおい
て、現在組織されている持続可能な開発のための大学グ
ループの一員となって、先導的な役割を担うまでになっ
ていることでしょう。
　ここで是非申し上げたいのは、UNUは平和に関わる
大学として、科学的な価値と実践的な価値を合致させて
いく活動も展開していくことでしょう。これが、UNU
のトレードマークになるのではないでしょうか。そして、
研修修了生はもとより、コラボレーターと呼ばれる協力
者とのネットワークも強固なものとなっていると思いま
す。
　これらが私の 2020 年に向けてのビジョンですが、皆
様にも引き続きご支援を賜りたいと思います。よりよい
未来を創りあげるために、私たちひとりひとりが邁進し
ていきたいと思います。

コンラッド・オスターヴァルダー教授略歴
　第 5代国連大学学長、国連事務次長。1942 年生まれ。
　前スイス連邦工科大学 (ETH) 学長。1970 年に ETH で理　前スイス連邦工科大学 (ETH) 学長。1970 年に ETH で理
　論物理学の博士号を取得し、その後、ニューヨーク大学
　クーラント数理研究所、ハーバード大学、アルフレッド
　・P・スローン財団で諸職を歴任した他、世界の数多く
　の大学や研究所で客員フェローの経験がある。



2008 年度賛助会員の
更新手続きをお願いいたします

Request

　12月末日をもって、賛助会員の皆様の会員有効期限が満了いたします。つきましては、12月 14 日までに更新の手続きをお願いいたします。
■手続き方法
　本ニュースレターとともにお送りいたしました手続要領をご確認いた
だき、同封の郵便払込票または銀行備え付けの振込用紙をご利用のうえ、
所定の賛助会費をお振込みください。他に更新のための書類提出等は不
要です。
■ 2008 年度賛助会費
　学生会員：年間 1口 5,000 円
　個人会員（社会人）：年間 1口 10,000 円
　法人会員：年間 1口 100,000 円

■更新後にお送りするもの
　会費のお振込みを確認のうえ、12月 19 日に、下記のものを発送いた
します。
　2008 年度会員証／UNU出版カタログ／図書館ガイド／ jfUNUカレ
ンダー 他
■会員特典について
　UNUならびに jfUNUでは、来年度も世界各国の要人を招いた各種シ
ンポジウムや講演会、アフリカデー、ウーマンズデー、国連デーほかさ
まざまなイベントや研修プログラムを予定しています。賛助会員の皆様
には、その都度郵送にて直接ご案内を差し上げます。
　また、国連関係の豊富な資料を備えたUNUライブラリー所蔵の図書
の館外貸出が可能となるほか ( 一般の方は閲覧のみ可能）、UNUの各種
出版物を割引価格にて購入することができます。
　さらに jfUNUより、ニュースレターならびにメールマガジンをお送
りし、UNUの取り組みや活動に関する最新情報をお知らせします。

　人々の夢に基づいて、さらに国連とユネスコの政治的
な決断によって、国連大学憲章が採択されました。私は、
UNUを国連大学憲章の理念に近づけるものとしたいと
考えてきました。
　特に、UNUのグローバルネットワークの拡充に努め
てきました。UNUは、学問及び研究の成果を国連及び
専門機関、学術関係者並びに一般の人々に普及させると
いう役割を担っています。UNUのネットワークを構築
することによって、研修センターの受入れ国や国連シス
テムとの関係強化も進め、活動を共にしながら知的リ
ソースを活用し、サポートベースを拡大してきました。
そしてそれらを中央集中型でなく、分散型で自主的な組
織にすることによって、新しいアイデアが次々と生まれ
てくるように図りました。
　世界には 2万以上もの大学があります。その中で私
たちの強みは、国連と連携しているということです。そ
の強みを生かして私たちは大きなことを達成してきまし
た。例えば国連世界食糧計画、WHOなどと協力して子
どもたちの成長に関わる研究を行いました。また 90年
代後半、アフリカやユーゴスラビアで暴力紛争が起こ
りましたが、われわれは、オックスフォード大学、ヘ
ルシンキ大学
やノートルダ
ム大学などと
共同研究を行
い、こうした
紛争の原因は
貧困という要
素以外に、同
じ人口集団の
中でも教育や
雇用、政治へ
のアクセス等
が異なるという「水平的不平等」によることを明らかに
しました。
　10 年を経て UNU の多くのものが変わりました。
UNU の多くの機関が新しい場所に移設されています。
UNUは、日本が先導的な役割を担いながら、世界各地

で再生されています。また、オ
ンラインラーニングによって、
さらに国際的な大学として機能
できるようになりました。

◆　　　　◆

　2007 年以降の UNU のイニシ
アチブを提案してみましたが、
それらの可能性について、対話が進められています。　
　さらに私が抱えているひとつの夢があります。東京で
できることです。それは、ゴリアテが見下ろしているよ
うな UNUのビルディングを変えることです。ここに設
計図がありますが、今の真ん中の開いた空間をよりよく
活用する。国連の活動を人々に知っていただくUNギャ
ラリーに、緑の庭があればより環境が向上するのではな
いでしょうか。2階のライブラリーは、ビデオオンデマ
ンドシステムを導入するなどしてより充実させる。1階
から 2階のホールまですべてパブリックスペースとし
て、エスカレータでつなぐことも可能です。冷え冷えと
した環境から、温かい緑の庭があり、遊歩道を作り、静
かに寛げる場所も備える。ノーベル賞、特に平和賞を受
賞した方々を顕彰したいわば「平和の小道」を作っても
いいかもしれません。
　そして、こうしたものを市民と協力することによって
形づくっていくことも素晴らしいことだと思います。

■ 退任挨拶
　今日まで、UNUの活動に関心をお示しいただき、ご
支援賜りました皆様に対しまして、厚く御礼を申し上げ
るとともに、今後の皆様のご活躍をお祈りいたします。
　今後、距離を置くことにはなりますが、UNUの活動
を見守ってまいりたいと思いますし、私の意見も忌憚な
くお伝えしていきたいと思っております。
　国連大学憲章をお渡しするこの瞬間をもって、UNU
学長の職務をコンラッド・オスターヴァルダー教授に引
き継ぎます。ご成功をお祈り申し上げます。

来賓として挨拶する吉川弘之 jfUNU理事長



鈴　木　高度経済成長時代、日本は大量生産、大量消費
に基づく物質文明を享受しましたが、次第に資源の限界
や廃棄物問題に象徴される環境問題が明らかになってき
ました。資源の限られる日本は輸入資源に頼ってきまし
たが、最終的にそれらが大量の廃棄物として国内に堆積
していくことなどが問題化してきたのです。

　その結果、経
済活動を維持し
ながら、廃棄され
るものを新たな
資源として活用
していく循環型
社会を実現する
ことが強く求め
られるようにな
りました。経済的

な豊かさを最優先する考え方から、環境と調和した人間
の活動が大切であるという価値観があらためて浮かび上
がってきたのです。「もったいない」ということばが最近、
リサイクルの精神を象徴したものとして尊ばれています
が、そもそも日本人には「もったいない」という感覚で
節約をしたり、ものを使い回ししたりする生活習慣は昔
から強くあったのです。
　こうした循環型社会を作るためには、従来型の産業構
造を変革していくことが必要となります。廃棄物の資源
化を目指したビール工場をはじめ、その他の企業でも、
それぞれの関心のもとで廃棄物を減らす取り組みを進め
てはいましたが、特定の企業や業種だけがこうした活動
を推進するのではなく、例えば一部の企業から排出され
た廃棄物を別の企業が受け入れ、燃料としてリサイクル
していくというような、産業業種間で廃棄物の相互利用
を図ることによってこそ、単一のプロセスでは達成でき
ない資源の有効利用が可能となり、実際にセメント産業
にその例が実現されました。

鈴　木　UNU は企業だけでなく、自治体、学界も含め
て三者の横断的かつ弾力的な協力関係の下に資源採取
量と廃棄量を減らし、さらに資源が無駄なく循環され
る「ゼロエミッション社会」の構築を推進していくべ
く、1995 年 4月に第一回の世界会議を開き、ゼロエミッ
ション構想を提案しました。以降も毎年世界会議を開催
してその普及に努め、2000 年に企業、地方自治体、学
界が一同に会し、情報交換できる場としてゼロエミッ
ションフォーラム（ZEF）を設立しました。フォーラム
の活動を通じて、企業グループ、地方自治体グループ、
学界グループが互いに連携を図り、高度に工業化した中
で、新たな物質循環型の持続的な社会の実現を本格的に
目指していこうとしたのです。産官学の枠を超えた組織
の成立は、UNUがリーダーシップをとることによって
実現できたといえます。
藤　村　最近では企業の努力により、省エネ・省資源の
製品がリーズナブルなものとしてマーケットに流通する
ようになってきました。荏原製作所では、鋳鉄の 5分
の 1の重量ですむステンレスを新たな素材としたポン
プを開発し、それによってポンプの寿命が長くなっただ
けでなく、インバータ制御により電力消費を 30％も抑
える省エネを実現しました。当初、この製品は従来品よ
り価格が 10％程度高額なため、売れ行きはよくありま
せんでしたが、リース方式に切り替えることによって利
用が促進されました。ZEF の活動を通じて、キャノンや
リコーなども省エネ製品の開発に積極的に取り組み、他
にもそうした企業が増えてきています。
　省エネや省資源製品を企業活動の中で生み出すために
は、開発コストが高くつくのかというとそうでもないの
です。そうした技術は、ハイテクばかりを組み合わせて
いるわけではなく、例えば 50年前にすでにあった技術
を利用することによって、達成できることも多いのです。
ゼロエミッションを推進するためには技術力ももちろん

　1992 年にリオデジャネイロで開催された「国連地球サミット」では、
環境の保全と経済発展を統一し、「持続可能な発展」をいかにして実現
するかが議論され、その結果、具体的な行動計画を定めたアジェンダ
21が採択されました。
　これを受け、国連大学（UNU）では 1994 年、世界で初めて「ゼロエミッ
ション」という考え方を提唱しました。ゼロエミッションとは、人間の
活動から発生する排出物を限りなくゼロにすることを目指しながら最大
限の資源活用を図り、持続可能な経済活動や生産活動を展開する理念と
手法です。そしてこのコンセプトの普及を目指し、さらに実践的な活動
を広げるために 2000 年、産業界、官界、学界の協力関係の下に UNU
本部にゼロエミッションフォーラムが創設されました。
　このゼロエミッションフォーラムのこれまでの歩みと今後の展望につ
いて、フォーラムの藤村宏幸会長（株式会社荏原製作所元会長）と鈴木基之学界ネットワーク代表（東京大学名誉教授・
国連大学特別学術顧問）にお話をうかがいました。

◆　　　　　　　　　　　　　◆

国連大学 ゼロエミッションフォーラム（ZEF）

   　Welcome to UN House Vol2.  ZEF &  ESD

 UNUが実現させた産・官・学の連携

　UNハウス（国連大学ビル）の機関や機能、施設をご案内する "Welcome to UN House"。
第２回目は、国連大学が展開しているゼロエミッションフォーラム（ZEF）と環境と持続可能
な開発プログラム（ESD）の取り組みをご紹介します。



必要ですが、要はその思想や心がけが大事だといえます。
さらに政府や自治体が、制度的な施策や基盤づくりをい
かに進めるかというところも大きいでしょう。
鈴　木　フォーラムは、企業ネットワーク、学界ネット
ワーク、自治体ネットワークに分かれていますが、学界
ネットワークでは、1995 年から 2001 年まで大規模な
プロジェクトを行いました。文部
省（現文部科学省）の特定領域研
究に指定された活動で、化学をは
じめ、環境工学、化学工学、経営
工学など多彩な分野の研究者が集
まって、ゼロエミッションを目指
した物質循環の構築をテーマとし
て、最終的に「ゼロエミッション
型産業をめざして」という報告書
をまとめ、産業各業種における資
源の有効利用を目指す取り組みの事例を紹介しました。源の有効利用を目指す取り組みの事例を紹介しました。

　
　 国 連大学
　　　　　　　　　　　　　（担当：佐々木宏）
　　〒 150-8925　東京都渋谷区神宮前 5-53-70
 TEL:03-3499-2811　FAX:03-3499-2878
 URL：http://www.unu.edu/zef/index_j.html
 e-mail：sasaki@hq.unu.edu

ゼロエミッションフォーラム事務局

藤　村　これまで ZEF では、産業界、学界、自治体を
中心に、情報交換や共同研究、実践活動を進めてきたわ
けですが、一方で地域からの要請により、年間 6～ 7
回ほど市民向けの講演会やシンポジウムも開催してきま
した。今後はさらにいっそう市民レベルに向けた啓発活
動を進めていきたいと考えています。
鈴　木　ゼロエミッションの理念の中では、モノを作っ
て売るという企業の行為に対して、消費者の側でもそれ
らが使い終わってどうなるのか、というトータルな視点
を持つことが必要です。例えば最近の携帯電話は、技術
革新によって新しい機能を備えた製品が続々と登場し、
消費者もそれに応じて買い換えるわけですが、お払い箱
となった携帯電話がその後どのような運命をたどってい
るのかに関心を持つことも重要です。
藤　村　海外での活動もより積極的に進めていきたいと
考えています。特に著しい経済成長に伴って、廃棄物問
題や環境問題が深刻化している東南アジア地域へ、日本
での活動の結果を移していきたいと考えています。廃棄
物は資源であるという意識を、東南アジアの人々にも
持ってもらえるようにしていきたいですね。
　ZEF がこうした新たな展開を進めていくために、財源
の面での課題は否定できません。現在、産業界、自治体・

▲ 左から鈴木 ZEF 学界 NW代表、藤村 ZEF 会長、岡崎恵
子さん（jfUNUインターン）

 今後 市民レベルに向けた活動も
地域活動、学界の団体・個人合計約 150 名の会員で運
営されていますが、今後ともより多くの方々にご参加い
だだき、ゼロエミッションの活動を推進していきたいと
思います。

国連大学ゼロエミッションフォーラムの概要

　■ 主な活動内容：
　・国際会議の開催
　・研究会の開催
　・国内の環境に関する事業や企業への視察・見学
　・異業種交流・地域活動の支援
　・研究開発の支援　等
　■ 会員および会費：
　・法人会員－規模により 1口 3～ 20万円
　・個人会員－ 1口 5千円
 　　※詳細については、下記までお問い合わせください。

賛助会員になって
国連大学を支援してください

Request
が 1口 10,000 円、法人会員が 1口 100,000 円となっています。
　賛助会員にご登録いただくと、1) UNU が開催するイベントをご
案内いたします 2) UNU ライブラリーの図書がご利用になれます 3) 
UNU 出版局の書籍を割引価格で購入できます 4）UNU・jfUNU の最
新の活動をお知らせします。
　詳細は、国連大学協力会ウェブサイト http://www.jfunu.jp（トッ
プページ→「支援方法」）をご覧いただくか、最終面掲載の問い合わ
せ先までご連絡ください。

　賛助会員とは、皆様に国連大学の活動を年会費形式でご支援いた
だくものです。国連大学の支援窓口である財団法人国連大学協力会
（jfUNU）にお納めいただいた会費は、UNUのさまざまな活動に役立
てられます。年会費は学生会員が 1口 5,000 円、一般会員（社会人等）

2007 年度 賛助会員の皆様にご案内した主なイベント

11 ／ 7・8

開 　催 　日 イ　ベ　ン　ト 開 　催 　日 イ　ベ　ン　ト
３／８ 国際女性の日公開フォーラム ５／25 2007 年アフリカ・デー記念シンポジウム

６／25 ガイアナ共和国大統領講演会

６／27 国際シンポジウム「山岳環境への挑戦」

８／29・30 シンポジウム「グローバル化の中の高等教育」
８／31 第 6回永井道雄記念講演会･国連大学学長交替式

８／24 スリジャン・ケリム次期国連総会議長講演会

10／25 フリチョフ・ナンセン記念講演会
10／24 2007 国連デー「国連とアフリカとわたし」

３／８ 国連大学高等研究所公開セミナー
３／９ アフリカ・アジアの大学間対話プロジェクト

３／13 リベリア共和国大統領講演
３／16 公開セミナー「アフリカにおける能力開発」
３／22・23 公開講座「女性・正義・平和構築」
４／11 ロザリン・ヒギンズ国際司法裁判所長講演会

公開セミナー「知的財産制度が経済に与える影響」５／ 15
シンポジウム「生物多様性と気候変動」５／ 22 国際シンポジウム「文化多様性への賭け」

2007年度 賛助会員の皆様にご案内した主なイベント



   　Welcome to UN House Vol2.  ZEF &  ESD

　人々の暮らしをより豊かなものとするために、とりわ
け発展途上国において貧困を撲滅するためには、都市開
発や地域開発を進め、経済的な成長を達成することが重
要となります。しかしながら自然環境との調和を欠い
た開発は、未来の世代に深刻な影響を与えることにも。
　国連大学（UNU）が展開する研究プログラムのひと
つ、「環境と持続可能な開発プログラム」（Environment 
and Sustainable Development Programme：ESD）では、
人間の活動が自然環境や天然資源に及ぼす影響について
多角的に研究を進めながら、人と自然の共生を実現する
よりよい開発のあり方を提言しています。

◆　　　　　◆

　UNハウスの 11 階フロア。ここには、UNUの ESD プ
ログラムの研究スタッフが集まっています。スタッフた
ちは、世界中の国際機関や研究機関とパートナーシップ
を組み、調査研究や政策分析を行いながら地球環境問題
と取り組んでいます。
　ESD プログラムでは、さまざまなテーマを設定しな
がら各種プロジェクトを展開していますが、そうしたプ
ロジェクトの中心となっているのが、プログラムオフィ
サー（学術審議官）です。

　スリカンタ・ヘーラトさんは、地元スリランカの大学
を卒業後、政府系機関に 3年間勤務。そのとき配水シ
ステムの管理を経験したことが、本格的に土木工学や水
文学（すいもんがく）を研究する契機となりました。
　タイの大学院で学んだ後、1984 年に来日し、東京大
学で学位を取得。いったん帰国してから 1988 年に再来
日し、日本の企業で建設コンサルティング業務に従事し
た後、東京大学助教授、同大外国人客員教授などを経て、
現在、ESD プログラムのプログラムオフィサーとして、
特に「水の問題」に関わるプロジェクトを進めています。

スリカンタ・ヘーラト　「水文学」は、比較的伝統的な
学問で、地球上の水循環を対象とする地球科学の一分野
です。陸地における水の循環過程や、地域的な水のあり
方・分布・移動・水収支等に主眼を置いて研究します。
　アジアの各地域では、急速な経済成長と都市化の進展、
それに伴う人口増加によって著しい社会変動が生じてい
ます。地域開発の進展は、そこに居住する人々に快適な
生活をもたら
す一方で、思
いもよらない
災害リスクを
増大させるこ
とにもなって
います。
　集中豪雨が
発生したとき
に引き起こさ
れる洪水も、
そうしたリス
クのひとつです。特に都市地域では、地下利用によって
弱体化した地盤や人為的な排水機能の限界が、被害を拡
大させています。近年の気候変動によって、従来の降水
量や降水パターンに変化が生じていることも、問題をよ
りいっそう複雑にしています。

国連大学 環境と持続可能な開発プログラム（ESD）
人と自然の共生のために

 科学的知見により災害リスクの軽減を
　洪水被害を完全に防止することは難しいことですが、
災害リスクを特定、評価、観測し、早期に警告を与え
ることによって被害を最小限に食い止めることが可能で
す。UNU の ESD プログラムでは、2003 年に主導した
会議での議論の結果、アジアの諸都市でもし予想以上の
洪水があった場合、相当危険な事態が発生することにな
るとの認識を得ました。その危惧は 2004 年に起こった
スマトラ沖地震に伴う津波被害や、（アジア地域ではあ
りませんが）2005 年のカトリーナ台風による水害にお
いて、不幸にも的中しました。われわれはその後、日本、
タイ、ベトナムを主な研究フィールドとして観測データ
や研究情報を収集し、2006 年に洪水の被害予測システ
ムならびに災害防止モデルを構築しました。
　そしてアジア各地域の研究者や政府機関の関係者等を
対象として、そのシステムを利用するためのトレーニン
グプログラムを今年から実施しています。今後、トレー
ニング対象を順次広げていき、アジア全域でシステムを
使用して、洪水災害への対応に活かしてもらおうと考え
ています。
　また洪水とともに、集中豪雨が原因として起こる恐ろ
しい被害として、地滑り災害があります。地滑り災害は、
排水路の整備や土地の活用方法の改善によって、ある程

▲ ヘーラトさんが研究内容を公開しているウェブサイト
　http://wm.hq.unu.edu/index.php/Home



度緩和することは可能ですが、急激な集中豪雨が発生し
た場合には、地質的に脆弱でない地域であっても、甚大
な被害を人々にもたらします。
　こうした地滑り被害を最小限に食い止めるためにも、
やはり洪水被害の緩和と同様に、降雨量とそれによって
生じる被害予測を適切に行い、当該地域に住む人々への
警告を速やかに発することが効果的な方法のひとつで
す。そのためには、水文学、地質学、気候学などによる
学際的研究が必要となりますが、ESD プログラムでは、
各国の研究機関と協力して、リアルタイムの降雨予測を
ウェブ上のデータベースで参照できるシステムの開発を
進めているところです。開発途上国では、雨量の測定さ
えもなされていない地域が多いのですが、こうしたシス
テムを活用することによって、効果的な被害防止策が可
能となるよう目指しています。

聞いて、国連大学（UNU）と
国連大学協力会（jfUNU）の
現状についてより理解を深め
ることが出来た。国連大学を私たちのような学生にも身
近な存在にしていくことが大切だと思う。
8 月 28 日（火）
　午前中、通常業務の補助。午後は UNUのプログラム
オフィサー スリカンタ・ヘーラトさんにインタビュー。
スリカンタさんが繰り返しおっしゃっていたのは「国連
大学として何ができるか」。ご自身が手がけているプロ
ジェクトのお話のほかに、発展途上国での高等教育の必
要性（特に修士課程や、博士課程レベルの教育）も強調
されていた。先進国が途上国へ行って開発協力を行う場
合も、現地の人たちに対して、開発のメリットを充分説
明する必要があるとも。また、メコン川流域のコミュニ

 

   jfUNU では、8月 27 日（月）から 9月 10 日（月）の
約 2週間にわたり、早稲田大学国際教養学部 3年生の
岡崎恵子さんをインターン学生として受け入れました。
　これは早稲田大学キャリアセンターが、同大学生の
キャリア形成支援を目的として実施しているインターン
シッププログラムを通じてのもの。jfUNUは今年度より
同センターと提携し、「国際協力コース」における受入
れ機関となっています。
　以下は、岡崎さんがその体験を綴った「インターン日
記」と「グローバルセミナー湘南セッションレポート」
です。
8月 27 日（月）
　午前中はオリエンテーションと通常業務の補助。午後
から jfUNUボランティアの人たちと一緒に研修会。
　小池UNU学長特別顧問や森 jfUNU 事務局長の講演を

Report 肌で感じた国連大学の使命と役割

湘南

早大生の「インターン日記」 ＆グローバルセミナー レポート

 幅広い人々に役立つ知識を発信する
　持続可能な水の循環や水域マネジメントの問題も、
ESDプログラムが取り組む課題のひとつです。
東南アジアの大河の一つであるメコン川は、流域の開発
や事業計画の進展に伴って、人口一人当りの水消費量が
増加していく中、限りある水資源が過剰消費され、地盤
沈下や水質汚染が引き起こされています。いくつもの国
の国境を越えるこのメコンの豊かな自然の恵みをよりよ
く活用するために、この地に政府や関係機関を交えた管
理機構を設置しようという試みがなされていますが、上
流と下流域の国家間で、メコン川の水資源活用のための
正式な管理体制は整っていませんでした。
　そこで、ESDプロジェクトでは、流域国家間の情報交
換と対話を促進することを目的として、研究ネットワー
クの枠組みを作り、専門家や研究者たちを集めてメコン
川に関する知識や情報の交換を行い、共通のビジョンを
構築することを推進しています。
　このメコン川流域研究ネットワーク（MekongNet）は、

国際的ネットワークを通じて、メコン流域の共同開発や
水資源管理に役立つ科学的知識を提供し、また流域に関
わる政策決定に役立つ知識や方策を提言しています。周
辺地域の貧困を軽減し、環境保全を強固にするための持
続可能な水資源開発に関わる提言も行っています。

◆　　　　　◆

　こうしたプロジェクトは、対象地域ごとにそれぞれ
異なる国際機関や研究機関をパートナーと協力したう
えで進められています。2004 年に起きたスマトラ沖地
震とそれによるインド洋津波災害の後、2005 年 1 月
に神戸で国連防災世界会議が開催されました。この中
で、洪水被害の防止・軽減のための国際機関横断的 な
取り組み「国際洪水イニシアティブ（IFI: International 
Flood Initiative）」の立ち上げが正式に宣言されました
が、UNUはそれまでの洪水と地滑り、そのリスク軽減
に関連する研究成果を元に、こうした新たな国際イニシ
アティブの策定や推進に大きく貢献しました。
　さらに UNUでは、各地域でシンポジウムやセミナー
を開催し、研究成果の発表や各種
提言を各国の研究者や政府の政策
担当者等に向けて行っています。
同時に、知識層や有識者だけでな
く、特に開発の遅れた地域の人々
に、情報提供やアドバイスを広げ
ています。例えばアジアのある農
作地帯では、集中豪雨がひとたび
起これば、深刻な洪水の危険が明
らかであり、そうした被害を未然
に防ぐための排水パイプの設置をコミュニティベースで
勧告したりしています。
　自然環境や特性が異なれば、それに応じた提言のやり
方や説明が必要とされてくるわけです。今後も地域の特
性を考慮しながら、プロジェクトを進めていきたいと考
えています。



ティレベルのプログラムでは、国連大学の役割として、
現地の人たちへの対応とマクロな要素をいかにリンクさ
せていくのかが成功への鍵、ということだ。
8 月 30 日（木）
　午前中は通常業務補助。スリカンタさんのインタ
ビューレポート作成。昼食中は、職員の方に詳しいお仕
事の内容をうかがった。午後は来週湘南国際村で行われ
るグローバルセミナーの打ち合わせの後、UNU主催の
シンポジウム “Pathways Towards a Shared Future” を
聴講。湘南では、「運営側」からの目線でグローバルセ
ミナーを見られたら、と思う。
8 月 31 日（金）
　午前中、ZEF（ゼロエミッションフォーラム）を訪ね
て、藤村会長と学界ネットワーク代表の鈴木先生（国連
大学前副学長）にインタビュー。藤村会長によると、「ゼ
ロエミッション」という概念は企業などには浸透してき
ているが、市民レベルに対しても積極的な啓発活動が必
要、とのこと。また、廃棄物をゼロにする技術以上に、
思想が浸透していくことが大切、とも仰っていた。今後
は、現在では年に１，２回行っている海外での ZEF の活
動を増やして行き、日本国内のみならず、アジア全体の
物流も念頭に置かなければいけないとのこと。また ZEF
の活動が、UNUと産業界とのより確かな連携につながっ
ているということだった。
　午後は、3時半から永井道雄記念講演会・UNU学長
交替式に参加。UNUの現在と未来など、まだまだ知識
も経験も足りないが、自分なりにいろいろと考え、様々
な事を感じ取ることが出来た。

GS 湘南セッションにスタッフとして参加
9月 3日（月）
　今日からグローバルセミナーの運営補助に携わる。最
初の仕事は、講義で使う資料準備。その後、かながわ国
際交流財団（KIF）の今井さんと一緒に逗子駅で参加者
を誘導。戻って講演のＱ＆Ａの際のマイク受け渡し作業、
休憩時間にはホワイエのウォータータンクの水補給、レ
ジュメコピーなど。
9 月 4日（火）
　午前中は前日同様、講義の際のＴＡ（ティーチング・
アシスタント）としての役割をこなし、会場設営・会場
管理など。国分先生の講義は独特で、終了後も多くの学
生が質問をしていた。
　午後は、急遽、リチャード・フォーク夫妻の鎌倉観光
へ通訳兼ガイドとして同行。私の留学先がフォーク先生
の出身大学だったことなど、新たな発見や偶然がたくさ
んあった。コソボ紛争に関するご意見や、中東・トルコ
（奥様がトルコ出身だったため）などのお話が大変勉強
になった。
9 月 5日（水）
　午前中の業務は効率よく行うことが出来たと思う。今
日は講演者の先生方とお話しする機会はあまりなかった
が、講演で配布された資料は必ずとっておくようにして
いる。
9 月 6日（木）
　午後に行われる全体討論のアンケートを回収した。メ
インテーマは「アメリカは 21世紀の良きグローバル秩
序の担い手になりうるか」で、これに対して YES・NO
で答えるというもの。実際の討論では、①安全保障②

経済③市民社会の３つの側面から分析していた。私の
意見は全体としてはNOだが、最終的に①安全保障のみ
YES。理由は、米は冷戦時代から蓄積してきたＷＭＤ・
核などのノウハウを保有していて、これがテロリストに
対抗する際、有効になると考えたから。
　夕食後の事務局待機は４日間の中で一番大変だった。
グループ討論が長引き、ほとんどのグループが徹夜でプ
レゼンを準備。どのグループも日に日にまとまりが出て、
内容がしっかりとしたものに仕上がっていく過程を目の
当たりにした。
9 月 7日（金）
　各グループがこれまでの成果をプレゼンテーション。
８グループとも時間内に終え、上手くいった。閉会式→
修了証授与、最後に参加者を 13:40 と 13:45 のバスへ
誘導し、セミナーは無事終了。
　国際協力分野などで活躍する若い人材を育てるという
重要な責任と役割を担う UNUのこのセミナーに、イン
ターン生として参加できたことを幸せに思う。
9 月 10 日（月）
　最終日は一日中報告書の作成に専念していたが、上手
く文章が書けず、自分の要領の悪さに愕然とする。この
インターンシップを通して、言葉では言い尽くせないほ
ど沢山のことを学んだが、これをこのままにせず、きち
んと反省をし、社会へ出る際にこの経験を活かしていけ
ればいいなと思う。
　自分が将来、「どのような形で国際協力に関わるか」
手がかりを探すことを目標としていたが、少しずつ見え
てきた気がする。

▲ 今年度の UNU グローバルセミナー湘南セッションは、9月 3
日から 5日間にわたって開催された。参加者は大学生、大学院生、
社会人合わせて合計 95人だった。
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