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Future Earth - 持続可能な地球社会の実現をめざす国際協働研究プログラム 

Governing Council (GC) 国連機関・国際的アカデミー連合体の参画とサポート 

Global Hub 

Japan 

・東京大学（未来ビジョン研究センター） 

・国立環境研究所、他 

アジア地域 

センター 

・総合地球環境学研究所 

日本委員会 ・日本学術会議 

・日本政府（文部科学省） 

・大学（18）   ・学術・研究機関（7） 

・NGO（3）     ・企業（2） 

日本での運営体制 
Advisory Committee (AC) 



フューチャー・アース日本委員会の構成組織（2019年7月現在） 

• 北海道大学大学院保健科学研究院 
• 北海道教育大学（函館校国際地域学科） 
• 東北大学 
• 茨城大学 
• 千葉大学 
• 国連大学（サステナビリティ高等研究所） 
• 政策研究大学院大学（政策研究科）  
• 東京大学（未来ビジョン研究センター） 
• 慶応義塾大学（大学院政策・メディア研究科） 
• 名古屋大学（フューチャー・アース研究センター） 
• 中部大学 
• 三重大学（大学院 生物資源学研究科） 
• 京都大学（学際融合教育研究センター Future Earth研究推進ユニット） 
• 鳥取大学（国際乾燥地研究教育機構） 
• 広島大学（FE・SDGsネットワーク拠点（NERPS)）  

• 高知工科大学（フューチャー・デザイン研究所） 
• 九州大学（持続可能な社会のための決断科学センター） 
• イクレイ日本 
• 科学技術振興機構／社会技術研究開発センター 
• 国立環境研究所 
• 総合地球環境学研究所 
• 地球環境戦略研究機関 
• 日本科学未来館 
• CSOネットワーク 
• 文部科学省（研究開発局環境エネルギー課） 
• イオン環境財団 
• 花王株式会社 
• グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 
• 日本学術会議 
• 海洋研究開発機構（JAMSTEC） 
• リモート・センシング技術センター（RESTEC） 
• 長崎大学（大学院 熱帯医学・グローバルヘルス(TMGH)研究科） 

役職 氏名 所属・職名 

共同委員長 武内和彦 日本学術会議副会長、東京大学特任教授 

委員 

安岡善文 東京大学名誉教授 

蟹江憲史 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授 

江守正多 国立環境研究所地球環境研究センター副センター長 

安成哲三 総合地球環境学研究所所長 

毛利 衛 日本科学未来館館長 

黒田かをり CSOネットワーク事務局長・理事 

山本百合子 イオン環境財団事務局長 

横地 洋 文部科学省研究開発局環境エネルギー課長 

大西 隆 日本学術会議前会長、豊橋技術科学大学学長 

オブザー
バー 

春日文子 フューチャー・アース国際本部事務局日本ハブ事務局
長、国立環境研究所特任フェロー 

ハイン マレー フューチャー・アース・アジア地域センター事務局長、
総合地球環境学研究所教授・副所長 

長谷川雅世 国際環境経済研究所主席研究員 

堅達京子 NHKエンタープライズ制作本部情報文化番組 エグゼ
クティブ・プロデューサー 

 日本委員会・運営委員及びオブザーバー 
 日本委員会・参加機関 



国際事務局の業務：FEの基盤である学際的＋超学際的研究への事務局的・財政的支援 
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学際的な研究プロジェクト 

Global Research Projects (GRPs) 
アカデミア×実社会の連携プロジェクト 

Knowledge-Action Networks 

(KANs) 

Kyoto 

Centre 

Kyoto 

Centre 

U Tokyo 

2017, 2019 

基本的に 

日本ハブ 

の担当： 
毎年の 

基本方針 

活動計画 

を学術会
議幹事会 

で承認 

日学 

日学 

日学 

http://www.imber.info/
http://www.earthsystemgovernance.org/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.globalcarbonproject.org/global/images/theme/gcp75.gif&imgrefurl=http://www.globalcarbonproject.org/carbonneutral/ZeroNet.htm&h=75&w=183&tbnid=UzsG9Vrge5p1tM:&zoom=1&docid=lJxPhEejxBpZoM&ei=zTGTVZ7mEdbj8AXHu734Dg&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE&biw=1346&bih=599
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.igacproject.org/sites/all/themes/bluemasters/images/LogoFiles/IGACLogo/IGAC_300dpi_white.png&imgrefurl=http://www.igacproject.org/Logos&h=1101&w=1093&tbnid=jQT1mHEZhKuMLM:&zoom=1&docid=Sdoyf4W-FofpnM&ei=IjSTVYPSDJLM8gW0toHABQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
http://ihopenet.org/
http://irg.bnu.edu.cn/index.asp
http://www.pecs-science.org/2.1a508a66139b5dba5cb1fc.html
http://www.pages-igbp.org/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://ugec.org/files/2015/06/AIMES-300x236.jpg&imgrefurl=https://ugec.org/&h=236&w=300&tbnid=jakdYOZuxOOzRM:&zoom=1&docid=phGUOxNL1VP1MM&ei=LDCTVZC4ONXh8AXpgo3IAg&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA


GRPs とKANs：最近のトピックス 

The Global 
Carbon Project 
receives 
Prospect Think 
Tank Award 
2018 

Health KAN workshop in 
Taipei, May 21, 2019 
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1. Evidence shows that Earth has entered a new geological epoch – the Anthropocene – with profound implications 

for humanity and the relative stability of the Earth system.  

2. Earth is approaching tipping points due to human pressures.  

3. Risks of extreme weather are increasing.  

4. Rising sea levels and ocean acidification are growing threats.  

 

 

5. The costs of climate change are already being felt today and will increase in the future.  

6. Human health is at risk from air pollutants that alter the climate, and the impacts of a changing climate, which are 

decreasing food security and increasing the risks of disease and heat stress.  

7. Climate change is likely to exacerbate the risk of large-scale migration and civil unrest. 

 

 

8.  The world needs to act faster: deeper cuts are needed to reduce risk of global average temperature rising 2 °C 

above pre-industrial levels. A pathway of halving global emissions every decade is consistent with this goal.  

9. Analyses suggest that it is possible for the world to meet Paris Agreement targets if nation states cooperate and 

coordinate mitigation efforts. Carbon pricing is an important policy tool that would create substantial revenues 

amounting to potentially several percent of GDP.  

10.Adaptation and resilience building are necessary even if the world succeeds with aggressive international action 

to reduce emissions of greenhouse gases 

GRPsやKANsが一体となって取り組んでいる 

統合的活動の事例 



10 New Insights in Climate Science 2018 
by Future Earth and the Earth League @COP24 



10 New Insights in Climate Science 2018 
気候変動について今伝えたい、10の重要なメッセージ 

1. 最近の異常気象は明らかに気候変動が原因です 

2. 深刻化する気候災害は地球環境が重大な転換点を迎えるリスクを示しています 

3. 0.5℃の違いも侮れない！1.5℃と2℃の気温上昇の影響は明らかに違います 

4. 海面上昇の加速とその将来予測について新たな知見が集まっています 

5. 植物と土壌の管理はパリ協定の目標達成にとって必須の前提条件です 

6. 大気からCO2 を除去するオプションには限界があります 

7. 世界の気温上昇を1.5℃に抑えるには社会と技術の大規模な転換が必要です 

8. 気候リスクを軽減するためには強力な政策が必要です 

9. 健康を守り温室効果ガスの排出を削減するためには食料システムの転換が必要です 

10.気候変動に取り組むことで国際保健に貢献できます 

10 New Insights in Climate Science 2018 
Produced by: Future Earth and the Earth League 
Delivered at COP24, Dec. 2018 
https://briefs.futureearth.org/10-insights-2018/ 
和訳：Future Earth Japan Hub 

 



気候変動の危機が深まるなか、日本の 
アカデミアからも科学的知見に基づく 
メッセージを発するべきでは？ 



科学的根拠に基づく目標設定に向けて 



1. 科学的知見の収集、評価、整
理 (科学者の作業：Future Earth

が事務局としてサポート) 

2. 科学に基づく目標値設定に関する
合意 (社会と科学の対話) 

3.関係者を結びつけ、解決への進
捗状況を共有する地球規模のメ

ディアポータル 

Future EarthからSDGsへの貢献：生物多様性、土地利用、水資源、海洋などの目標設定と実現に
必要な科学的根拠を提供し、各対策の貢献度を可視化する新しい取組み - Global Commons Alliance 



Science-based Pathways: 
各国、各地域で、それぞれの現状に合わせた指標
設定の必要性、指標設定に利用可能な科学的根拠
の探索について議論と作業のワークショップを開催： 

Future Earth日本サミットのテーマに？ 
（2019.12.19） 



日本政府のSDGs推進への貢献 
今年は、SDGs実施指針改訂の年 



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou3.pdf 

科学の役割は？ 



SDGs実施のためのプロセスにおける科学の役割 

現状把握・理解の共有 
ビジョンの構築 
目標値の設定 

目標到達までのプロ
セスの設計 

実施 

達成度のモニタリング
・評価 

科学的根拠: 現在の急速に変化する地球環境
と人間社会の現実を理解することが第一歩←デ
ータ収集、共有が課題 
その上で、目指すべき姿、ビジョンを構築 

科学はあり得るシナリオとその予測結果を提示
し、目標値の設定を支援 

科学的根拠と技術 

科学的根拠と技術 
: イノベーティブな解決策
も貢献 

科学的根拠： 

評価手法と国際標準化
も重要 



経済 (ECONOMY) 

社会 (SOCIETY) 

生物圏 (BIOSHERE) 

持続可能な開発目標の構造 

“Wedding Cake” 

17目標には、地球の安定と持
続可能性の基盤の上に、初
めて社会の発展と経済的豊
かさが実現できる「ウェディン
グケーキ」構造がある 

逆に、SDGs 実現には、経済
が社会を支える手段として機
能し、社会はプラネタリー・バ
ウンダリーを超えずに、地球
が安全に機能する範囲内で
発展する必要がある 

地球環境がすべての基盤かつnon-negotiable 

Stockholm Resilience Centre 



政府・SDGs実施指針やアクションプラン2019 

イオン 
未来の地球 
フォーラム 

未来洗浄研究会 

日本での活動 

東京大学・安田講堂 

第1回 気候変動と健康 第2回 持続可能な 
消費と生産 

第3回 自然の恵み 第4回 海の環境と資源をまもる 
2020年2月1日（土）午後1－5時 



Sleeping Financial Giants 
Opportunities for financial leadership for 
climate stability 
https://sleepinggiants.earth/ 

2019年3月5日：公開講演会＠東京大学 

3月6日：クローズドワークショップ＠大手町 

2019年6月7日：クローズドワークショップ 

＠Ecosperity, Singapore 



熱帯雨林・北方林など主要バイオーム 

 →転換点に達し、気候変動を加速する恐れ 

日本語版（江守訳）
Newsweek 

2018/9/18 

Tipping elements and Tipping 

Cascades 

Steffen et al., 8252–8259 | 

PNAS | August 14, 2018 | vol. 

115 | no. 33, 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/p

nas.1810141115 

金融・投資は、熱帯雨林や北方林で開
発・破壊を進める産業に大きな影響力
持つ 

https://sleepinggiants.earth/publication/sleeping-financial-giants-in-tokyo/ 

転換要素たるこれらバイオームの重要性を理解し、その
保全＝地球の持続可能性のために、影響力を行使できる。 
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Future Earth  
Ambassador 

initiative 



“社会の幅広いステークホルダーとの連携・協働を通して、超学際の取り組みを推進する” 

目的・概要 

アカデミア 
から 
実社会 

 地球環境の危機について科学の
知見を伝える。 

 地球環境に関する世界の動向と
アカデミアの活動を伝える。 

実社会 
から 

アカデミア 

 実社会側の動向、課題などを具
体的に理解する。 

 様々なステークホルダーとの具
体的な連携のきっかけづくり。
（個別テーマの情報交換、共同
研究などの可能性） 

発展 
アカデミア/Future Earthと実社会
の連携によるより効果的な地球環
境問題への取り組み 



統合的な情報発信と共有、参画の場やツール 

COP･国連会議等で、情報･メッセージ発信 地球環境の現状を伝える広報活動 

HLPF, Jul 2018 

COP 24, Dec 2018 

Global Climate 

Summit, Sep 2018 

ISSUE BRIEF 

Heatwaves 

Future Earthウェブサイト：https://futureearth.org/ 

東京大学IFIに置いているウェブサイト 

 https://ifi.u-tokyo.ac.jp/units/futureearth/ 

 https://ifi.u-tokyo.ac.jp/en/units/futureearth/ 

 フューチャー・アース日本委員会情報、日本語Twitter  他も 

アジア地域センター：http://old.futureearth.org/asiacentre/ 

Open Network: https://network.futureearth.org/home 

Future Earth Newsletters: https://futureearth.org/publications/newsletters/ 
 その日本語訳版も同じサイトから 

日本語メーリングリスト: URLは長いので受付にお名刺を 
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