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持続可能な地球社会の実現をめざす 
国際協働研究のプラットフォーム 

 「人類が持続可能で公平な地球社会で繁栄する」というビジョンのもと、2012年
「国連持続可能な開発会議」（Rio+20）で提唱され、 

 【活動】 
科学の統合  (人文社会科学・自然科学の連携・統合） 
社会との智の協創と共有  (社会のステークホルダーとの超学際的連携・協働） 
  コ・デザイン、コ・プロダクション、コ・デリバリー 
 
【事務局運営体制】 
・5ヶ国（日本、スウェーデン、仏、米、カナダ）に分散して置かれた一つの国際本
部事務局（グローバルハブ）、 
・4地域（中東・北アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア）のネットワーク  
 にて構成。 



フューチャー・アースの運営体制 

恒久事務局 
2015年5月1日、 
本格稼働 

日本人委員（長谷川雅世） 日本人委員（安成哲三） 

国際アカデミー連合体 

国連機関 

研究助成機関連合体 

Future Earth Governing Council（評議会） 
(Future Earthの国際的な支持母体、意思決定機関） 

・評議会（左図、国際組織の代表により構成） 
・科学委員会（科学者代表にて構成） 
・関与委員会（その他関係者を中心に構成） 
・国際合同事務局 
 （日本、スウェーデン、仏、米、カナダ）   
・地域事務所 
 （中東・北アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、  
  アジア） 

国際本部事務局日本ハブ 
  ：日本コンソーシアム（学術機関）   
運営：日本学術会議・東京大学 
設置：東京大学IR3S 
事務局長：春日文子 

事務局長：ハイン・
マレー 

設置：総合地球環
境学研究所（地球
研：京都） 

http://unsdsn.org/


Future Earth Secretariat 
Executive Director and Global Hub Directors 

Amy Luers 
Executive Director 

Wendy Broadgate  
Stockholm 

Thorsten Kiefer 
Paris 

Anne Hélène Prieur-Richard 
Montreal 

Fumiko Kasuga  
Tokyo 

Josh Tewksbury 
Colorado 

http://www.futureearth.org/sites/default/files/images/Broadgate3.png
http://www.futureearth.org/josh-tewksbury


世界的な参画の広がり 

Colorado 

Montreal 
France 

Sweden 

Japan 

Latin 
America 
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Mapping the Future Earth Community 

http://www.futureearth.org/asiacentre/future-earth-community-asia 



oneHEALTH  
 

活発な研究の主体：Global Research Projects 
海洋科学、大気化学、生物多様性、エコシステム、土地利用、気候変動と
感染症、リスクガバナンス、モンスーンアジア、等々 

http://www.imber.info/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.apn-gcr.org/wp-content/uploads/2013/01/MAIRSlogo-218x200.jpg&imgrefurl=http://www.apn-gcr.org/2013/01/30/mairs-open-science-conference-2014/&h=200&w=218&tbnid=UbecXPpie7xNNM:&zoom=1&docid=7aM5JsD-9VLgKM&ei=-ziTVciQJcPd8AWQhYXwCg&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
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
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=https://mol.org/sites/default/files/partner/gmba_logo.jpg&imgrefurl=https://auth.mol.org/mobile/supporters&h=808&w=1500&tbnid=EI3zpNIe00vjfM:&zoom=1&docid=i_7uS4BMxhsi4M&ei=BjOTVcK_NZK78gXawLeYAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
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/


The Global Carbon Project (GCP) was 
established in 2001 in recognition of the large 
scientific challenges and critical nature of the 
carbon cycle for Earth's sustainability. 

The emission pledges to the Paris Agreement 
avoid the worst effects of climate change (4-5°C) 
Most studies suggest the pledges give a likely 
temperature increase of about 3°C in 2100 

 

Source: Fuss et al 2014; CDIAC; IIASA AR5 Scenario Database; Global Carbon Budget 2016 

 

最新の研究成果事例 

各国の炭素排出量から、
毎年、グローバルカーボ
ンバジェットを推計 

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate2392
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB/dsd?Action=htmlpage&page=about
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Feeding the planet doesn't require further deforestation 

• 500 scenarios for food production to 2050 for 9 billion people 
• 289 scenarios don’t require deforestation 
• Dietary choice is critical 
• Low meat, vegetarian or vegan diets give highest likelihood of success 

 
Karl Heinz Erb et al, Nature Communications (2016). Global Land Project 

最新の研究成果事例 

全世界で必要な食料と土地
利用の関係を500通りシミュ

レーション。食べ方によって
はこれ以上の森林伐採は
不要と結論。 



最新の研究成果事例 

今後10年間の北極上空
の大気汚染を予測 
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Future Earthの役割 
 - 相互に関係する環境要因と人のくらしや健康を踏まえて 

Future Earthの役目 
• それぞれ行われ
ている研究や活
動をつなぎ、連携
を支援すること 

• これら、地球環境、
人間社会環境の
要因と人のくらし、
健康への影響を、
科学界と社会の
知を基に包括的
に理解し、問題を
解決する行動に
つなげること 

Land use 

Food 
security 

Urbaniza- 
tion 

Climate 
change 

Disasters 

Energy 

Distribution 
change of 

vector 
insects 

Demo- 
graphic 
change 

Human life 

Poverty 

個々の研究活動や社会での
活動 

包括的なアプローチ
が必要 



知と実践のためのネットワーク 
(Knowledge-Action Networks: KANs) 

都市問題 

健康 

海洋 

水‐エネルギー‐食料
の連関 SDGs 

自然資源 

意識の転換 

金融と経済 

脱炭素化 

消費と生産 

KANs： 
様々な研究グループや社会
の関係者が、情報や意見を
お互いに交換し、一緒に課
題解決に向かうための協力
の場 

  

日本が事務局として特に
関わっているKAN 

日本が研究の側面から特
に関わっているKAN 

リスク 



KAN設計上の共通プロセス 

• Preliminary concept generation: SC, EC members, Secretariat and 
some core initiators 

• Open survey for research priorities and call for interest for 
participation 

• Scoping workshops 

• Establishing Development Teams (DT)（準備段階の時限的組織） 
─ driving the scoping process for the initial period for less 

than a year until the formal launching of the KAN.  
─ mobilizing appropriate stakeholders 
─ developing a Research and Engagement Plan, a Steering 

Group, and a funding strategy 
─ (Several workshops and surveys) 

• Establishing Steering Group（KANの運営を担う組織） 
─ 委員は透明性をもって各種バランスに配慮して選出、任期制 

• Formal launching of a KAN 

15 



Future Earth Health KAN 
Advancing Planetary Health – linking health and 
environment data 

• 2016年7月4～7日、イタリ
アでワークショップ開催 

• 多様な参加者（NGOs, 
World Bank, Welcome 
Trust, UN組織、社会学者、
医学、公衆衛生学の専門
家など） 

• 当初の優先的分野（災害
と健康、農業と栄養、都市
化）や今後の計画を策定 
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Urban KAN 
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持続可能な開発目標（SDGs）KAN 

• Future EarthのSDGs KANは、ターゲットや指標を科学的エビデンスに基づいて
設定し、達成状況をモニタリングし、評価するための、共通基準と指針を提供 



Ocean KAN 

First global workshop 

• Workshop on the Development of an Integrated Ocean Research Network (Future Earth 
“Ocean KAN”), 4 -5 December 2016, Kiel, Germany 

Engagement in the United Nations Ocean Conference 

• Participation in the preparatory meeting on 15-16 February 2017 in New York in order 
to place a session or side event at the Ocean Conference in June 2017. 

The Ocean Conference 

• Our ocean our future: Partnering for the implementation of Sustainable Development 
Goal 14. 5-9 June 2017, New York, USA 

 



Earth observation in Support of 

the Sustainable Development Goals 
– The Case of Urban Areas in Asia 

Science Council of Japan  |  16-18 January 2017 

Future Earth International Co-Design Workshop on  



ICSU Interdisciplinary Bodies 

KAN on Emergent Risks 
and Extreme Events 

With synthetic activities  

   beyond their own strengths 

To better contribute to the society 



Knowledge-Action Network (KAN)      2017.7時点の暫定提案 
on Emergent Risks and Extreme Events 
- Reducing Disaster Risks under Environmental Change - 
 
 
• Co-proposed by a drafting group from WCRP, IRDR and Future Earth 
• Now initial draft vision paper distributed for comments from three 

programmes 
• Drafting group members 

• WCRP 
• Jana Sillmann and Sonia Seneviratne (WCRP Grand Challenge on 

Weather and Climate Extremes )  
• IRDR 

• Shuaib Lwasa (SC (Science Committee)  Chair) and Mark Pelling 
(ICoE (International Center of Excellence) ) 

• Future Earth 
• Markus Reichstein, Dorothea Frank and Miguel Mahecha (Extreme 

events and environments: from climate to society (E3S))  
• Thorsten Kiefer and Fumiko Kasuga (Future Earth Secretariat 

coordinators) 



• Motivation 

• Principles of the KAN 

• Aims of the KAN 

• Objectives of the KAN 

• Rationale for Collaboration 

• Strength in collaboration 

• Possible research agenda examples 

• Initial leadership 
─ Initial institutional partners providing input and resources to develop the 

KAN to establishment of its Development Team 

• Planning process to date 

• Planned steps and possible participatory occasions forward 

 

 

Knowledge-Action Network (KAN)   2017.7時点の暫定提案 

on Emergent Risks and Extreme Events 
- Reducing Disaster Risks under Environmental Change - 



Figure 1: Conceptual illustration of the idea and scope of the Emergent Risks and Extreme Events 

KAN as the overlapping and integration platform of the core areas of Future Earth, IRDR and WCRP 

and the opportunity for building wider networks across communities. 

2017.7時点の暫定提案 



Belmont Forum Collaborative Research Action 
Scoping Workshop: 
Disaster Risk Reduction and Resilience (DR3) 
 • Date and Venue: June 5-7 2017 

Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti 

• Organizing Committee: CNR, MOST, NSF, JST 

• Objectives 
1. Define a Collaborative Research Action 
2. Develop a list of priorities (research areas/topics) 
3. Develop a suite of options to deliver the priorities through a call 
for proposals 

• Joint proposal from WCRP, IRDR and Future Earth was invited 
and asked to present the plan – received strong interests, invited 
to further collaboration with Belmont Forum 
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Governing Council meeting 
（日本学術会議） 
（写真はJPタワーでの交流の様子) 

Future Earth全体会議日本開催（2015年11月） 

Science and Engagement Committees meeting 
（日本学術会議） 

フューチャー・アースに対する日本の取組み① 

＊京都でもアジア地域の会議や   

SDGタスクフォース会議を開催 

日 本 学 術 会 議 フューチャー・アースの推進に関する委員会 
（平成28年4月5日公表） 

持続可能な地球社会の実現をめざして 
－Future Earth（フューチャー・アース）の推進－ （提言骨子） 

（１） 学際・超学際研究推進のための研究・教育体制を構築する 

（２） 国際的リーダーシップを果たすための体制を構築する 

（３） 我が国として取り組むべき具体的研究課題を提示する 

 （研究課題の例示） 

① 長期的視野に立った地球環境の持続性を支える技術・制度の策定 

② エネルギー・水・食料連環（ネクサス）問題の同時的解決 

③ 持続可能なアジアの都市および生活圏の構築 

④ 生態系サービス(脚注)の保全と人類の生存基盤の確保 

⑤ 多発・集中する自然災害への対応と減災社会を見据えた世界ビジョンの策定 

http://www.futureearth.org/news/research-implementation-future-earth
http://www.futureearth.org/news/research-implementation-future-earth


第5期科学技術基本計画  
（平成28年１月22日 閣議決定） 

• 第１章 基本的考え方 

• 第２章 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組  

• 第３章 経済・社会的課題への対応  

– （３）地球規模課題への対応と世界の発展への貢献  

「地球環境の情報をビッグデータとして捉え、気候変動に起因する経済・社会的課題の解決のために地球環境情報プラット
フォームを構築するとともに、フューチャー・アース構想等、国内外のステークホルダーとの協働による研究を推進する。」  

• 第４章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化  

• 第５章 イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築 

• 第６章 科学技術イノベーションと社会との関係深化  

• 第７章 科学技術イノベーションの推進機能の強化 

フューチャー・アースに対する日本の取組み② 

 持続可能な開発目標(SDGs)実施指針  
（SDGs推進本部 平成28年12月22日） 

（抜粋） 

５． 推進に向けた体制 

（３）ステークホルダーとの連携  

（科学者コミュニティ）  

科学技術イノベーションは、それ自体、優先課題のひとつであるとともに、 多様な分野において課題の達成に不可欠な横断
的要素である。国際協力を含む 9 各種取組の実施や新たに生じる事象への迅速・柔軟な対応にあたり我が国の優れた科学
技術イノベーションの活用を図るとともに、ＳＤＧｓ達成のための適 切な指標の設定及びモニタリング、各施策同士の相乗効
果・相殺効果の分析、 フォローアップ・レビュー等においては科学的な分析や根拠に基づく取組を進 めることが不可欠である。
この観点から、フューチャー・アース等国際的取組や国内の科学者コミュニティとも体系的に連携・協働していく。  



環境研究総合推進費 
平成２９年度 環境研究総合推進費［委託費］申
請書 

独立行政法人環境再生保全機構理事
長 殿 

平成２８年  月  
日 

ふりがな    

申請
者 

所属住所 （所属機関住所を記載） 

ふりがな   

赤字：注意事項 
所属名／職

名 
（所属機関長の所属名／職名を記載） 

ふりがな   

青字：記載例（提出時は
削除） 

氏名 （所属機関長の氏名を記載） 

平成２９年度環境研究総合推進費新規課題公募への応募に当たり、次のとおり申請書を提出する。 

(1)研究課題
名 
※40字程度以
下 

環境による○×に関する研究 

(2)研究期間 （項目を選択） 

(3)公募区分 委託費 （項目を選択） 

(4)重点課題・
行政ニーズ及
び研究部会と
の関連 

推進戦略の
重点課題 
※２つまで
選択可。１
つは必須。 

（項目を選択） 
行政ニーズ 
※該当者の
み選択 

（項目を選択） 

（項目を選択） 

研究部会 （項目を選択） 

(5)特記項目 
※別シートの 
「注意事項」参
照 

Ⅰ.産学官連
携 

(項目を選
択) 

Ⅱ.環境産業 
(項目を選
択) 

Ⅲ.骨太方針 
(項目を選
択) 

Ⅳ.地域連携 
(項目を選
択) 

Ⅴ.中小企業     
(項目を選
択) 

Ⅵ.知財戦略 
(項目を選
択) 

Ⅶ.Future Earth 
(項目を選
択) 

Ⅷ.動物実験    
(項目を選
択) 

    

平成２９年度 環境研究総合推進費補助金 実施計画書 

独立行政法人
環境再生保全
機構理事長 殿 

 平成２８年  月  日 

申請者 

  ふりがな     

  住所   〒 

  ふりがな     

  名称・職名     

  ふりがな     
  

  氏名   研究代表者の氏名を記入 

 平成２９年度環境研究総合推進費補助金による事業を実施したいので、次のとおり実施計画書を提出する。 

                                                                                          

１．研究課題名       

  重点課題番号 記入必須 

  行政ニーズ （項目を選択） 

２．補助金所要額 
  ¥0 

  

３．事業予定期間   （ ） 年間 

４．研究代表者 
  ふりがな     

  所属住所   〒 

※事業内容を理解し、
技術開発の中心とな
る者を記入すること 

  ふりがな     

  所属名／職名     

  ふりがな     ＴＥＬ     

  氏名     ＦＡＸ     

  Ｅ－ｍａｉｌ     

 経理事務担当者  
※本事業の経理的責
任を有する者を記入
すること 

  ふりがな     

  所属住所   〒 

  ふりがな     

  所属名／職名     

  ふりがな     ＴＥＬ     

  氏名     ＦＡＸ     

  Ｅ－ｍａｉｌ     

５．特記事項 
（該当項目に〇） 
※別シート「注意事
項」参照 

Ⅰ.産学官連携   Ⅱ.環境産業   Ⅲ.骨太方針   

Ⅳ.地域連携   Ⅴ.中小企業    Ⅵ.知財戦略   

Ⅳ.Future Earth   Ⅴ.動物実験       



Japan Consortium for Future Earth 
日本コンソーシアム機関  

日本学術会議（代表） 
総合地球環境学研究所   国立環境研究所  東京大学国際高等研
究所サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S） 
京都大学Future Earth推進ユニット      
イクレイ‐持続可能性をめざす自治体協議会日本事務所    
科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
北海道教育大学教育学部    東北大学大学院環境科学研究科    
茨城大学     政策研究大学院大学      
慶應大学政策・メディア研究科    
名古屋大学大学院環境学研究科      広島大学   
九州大学大学院理学研究院・持続可能な社会のための決断科学センタ
ー    
国連大学サステイナビリティ高等研究所 
地球環境戦略研究機関（IGES）   
千葉大学     鳥取大学 
イオン環境財団 
三重⼤学・⼤学院・⽣物資源学研究科 
高知工科大学フューチャー・デザイン研究所 
        
                        （2017.7月現在、順不同）    



第1回イオン未来の地球フォーラム 
「いま次世代と語りたい未来のこと―地球と人の健康―」 

１．主催  

  公益財団法人イオン環境財団 

  東京大学国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S） 

 ２．後援  

  日本学術会議、フューチャー・アース日本コンソーシアム、フューチャー・アース、 

  環境省、文部科学省、総合地球環境学研究所、国立環境研究所 

 ３．日時  

  2017年2月25日(土) 13:00-17:00 

 ４．場所  

  東京大学 武田ホール（東京大学浅野キャンパス武田先端知ビル） 

 ５．参加者数 約200名 

 ６．講演概要 

 ①大気、②海洋、③アジア発の持続可能な開発とPlanetary Healthの概念について 

 ７．対話型パネルディスカッション 

 フューチャー・アースの理念に基づき、未来世代も視野に入れた地球環境保全の課題と解決方法について、即時投票システム  

  を用いて、来場者の意見もまじえながら議論 

 

第2回イオン未来の地球フォーラム 

2018年1月20日（土）13:00-17:00、東京大学安田講堂にて 開催決定 
 

 

フューチャー・アースにおける民間企業との
連携の取組み 
 



フューチャー・アースのコミュニケーションツール 
Open Network (http://network.futureearth.org/home) 

• フューチャーアースのオンラインプラットフォーム 
• 世界中誰でもどこからでも参加可能 
• イベント、プロジェクト、論文紹介、様々な活動を共有 
• 特定の問題に対する議論やウェビナー、チャットなどライブイベント

の開催、参加 
• 共同研究者の募集、調査依頼 など 

マガジンの発行 
Anthropocene Magazine 
２０１６年１０月創刊 
<人新世>に生きる私たちが持続可能な未来を真剣に考える論文集でもなく、
ニュース記事でもない科学と人々をつなぐ新しいウェブマガジン 

anthropocenemagazine.org 



他の出版物や若手研究者のネットワーク 
フューチャー・アース日本語版HP 
（東京大学IR3S：http://www.ir3s.u-tokyo.ac.jp/futureearth/） 

フューチャー・アースの公式日本語版Twitter 
https://twitter.com/FutureEarth_JP 
 

日本語Facebook 

https://twitter.com/FutureEarth_JP


• Website:   www.futureearth.org 

• Open Network:   http://network.futureearth.org/home 

• Blog:   www.futureearth.org/blog 

• Facebook:  www.facebook.com/futureearth.org 

• Twitter:  @FutureEarth 

 


