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先端研究拠点事業 

平成２４年度 実施計画書 

－拠点形成型－ 

 

採用年度 平成 23 年度 採用番号 23001 領域 複合 

分科 環境学 細目 環境影響評価・環境政策
分科細目 

コード 
2002 

 

１．日本側拠点機関名   東京大学サステイナビリティ学連携研究機構                    

  日本側コーディネーター（所属部局・職・氏名） サステイナビリティ学連携研究機構・教授・住明正    

 

研究交流課題名 （和文） サステイナビリティ学国際ネットワークの展開                 

          （英文） Development of International network for Sustainability Science       

  研究交流課題に係るホームページ http://www.u-tokyo.ac.jp/ir3s/ （左トップページよりリンク予定）     

             

２．採用期間  平成 23 年 4 月 1 日 ～  平成 25 年 3 月 31 日( 24 ヶ月)  

 

３．先端研究拠点事業としての全期間を通じた交流目標（＊申請書に記入した交流目標を転載すること） 

社会や自然の持続可能性を脅かす地球環境問題など、複数の学術領域が政財界と協力し、総力を

挙げて取り組まなければ解決ができない問題が顕在化している。本申請は世界の有力大学が各大

学のサステイナビリティ学に関する研究成果に基づいて、世界のサステイナビリティ学をリード

し、さらに、政財界や学術界等に国際的な提言を行うための基盤として、国際研究教育協力ネッ

トワーク「International Network for Sustainability Science: INSS」を構築することを目的とする。 

経済のグローバリゼーション、地球温暖化、生物多様性の減少、貧困、急激な都市化など様々な

問題が顕在化している。サステイナビリティ学はこのような問題に対応するために2005 年東京大

学を中心とした12 の大学・研究機関によって提案されている超学的な学術体系である。世界各地

でこのような動きは同時多発的に起こっており、その活動を統合し、社会への提言や他の研究領

域と効率的な連携をとるためのシステムを構築する必要が出てきた。 

本申請は東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）がサステイナビリティ学に関する

活動を活発に行っている大学を招請し、１）会議、２）出版、３）教育連携を主な目的とした国

際ネットワーク（INSS）を構築することを目的としている。会議としてはInternational Conference on 

Sustainability Science (ICSS)を開催し、参加大学の研究者や学生の連携促進を図る。また、各大学

から優秀な人材を選び、合宿形式の会議を開催し、サステイナビリティに関連する重要なアジェ

ンダを選定し、サステイナビリティ・アジェンダレポートを作成する。出版に関してはIR3S が編

集運営するSustainability Science誌や国際的な専門書を刊行することにより活動成果の発信を行う

とともに、ICSS で採択された宣言書はG8 大学サミット等に提出する。教育連携としては、4 カ

国の魅力あるプログラムとの連携により、より学生や若手研究者にとって魅力あるプログラム作

りを目指す。 
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４．前年度までの交流活動による目標達成状況（＊拠点形成型については平成２３年度採用課題のみ記入。 

国際戦略型平成２４年度採用課題は拠点形成型における目標達成状況を記入のこと） 

23 年度の最も大きな成果は INSS（名称を変更し、実際には International Society for 

Sustainability Science (ISSS)となった）の組織を公式にアナウンスし、その事務局を東京大学サ

ステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）が務め、IR3S 機構長の武内和彦教授が会長兼事務局長

をつとめることとなった。ISSS のアナウンスは ICSS2012（2 月 21 日～23 日にアメリカ合衆国

アリゾナ州テンペ市にあるアリゾナ州立大学で開催）の最終日に設立時大学（東京大学、アリゾ

ナ州立大学、サピエンツァ・ローマ大学、国際連合大学）で実施された（下図参照。アナウンス

時に配布されたパンフレットとその状況の写真。左から Sander VAN DER LEEUW 教授（アリ

ゾナ州立大）、武内和彦教授（東大・国連大）、Jean-Louis ARMAND 教授（エクス・マルセイユ

大学）、Vincenzo NASO 教授（ローマ大サピエンツァ）次年度以降は ISSS による様々な企画（出

版、研究集会、教育プログラム連携）を実施する予定である。 

前述の様に ICSS をアメリカで実施した（www.icss2012.net）。拠点のひとつであるアリゾナ州

立大学がホストとなり、内外の約 100 名の研究者や大学院生が参加し、大きな成功を収めた。会

議の成果は論文の形にまとめられ、ISSSのオフィシャルジャーナルであるSustainability Science

誌に掲載される予定である。東京大学 IR3S は 3 つのセッションの内のひとつを東日本大震災に関

わるレジリアンスのテーマで主催し、大きな反響を得た。ICSS は次回は協議の結果フランスのエ

クス・マルセイユ大学が主催校となり、東京大学 IR3S が企画に際しては主体的に関わることとな

った。 

 アジェンダセッティングレポートの作成はチャルマーズ工科大学と東京大学の共同チームが軸

となり、他大学にも参加してもらう方式をとった。テーマとしては東日本大震災の経験を生かし、

「VULNERABILITY AND RESILIENCE OF WATER SYSTEMS UNDER GLOBAL EXTREMES」を取

り扱い、チーフ編集者には東京大学 IR3S の福士謙介准教授が就任した。当初は 23 年度内に出版

を完了する予定であったが、震災による大きな遅れが生じ、24 年の半ばに完成が遅れる見通しで

ある。 

以上より、アジェンダセッティングレポートの作成は遅れが生じているが、その他は予定通りの

成果を上げている。 
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５．本年度の交流計画の概要 

（共同研究） 

サステイナビリティ・アジェンダレポート作成を 23 年度に引き続き実施する。レポートのテーマ

は 23 年度に決定された「VULNERABILITY AND RESILIENCE OF WATER SYSTEMS UNDER 

GLOBAL EXTREMES」（主編集者：福士謙介准教授（IR3S））である。アジェンダ設定会議に若手

研究者ないしは大学院生を参加させ、共同研究として実施する。本共同研究は自然や社会の持続可能

性に関連する重要な事項に関するレビューを行い、そして、その事項に関する今後の社会・大学の対

応方針を示唆するようなレポート（サステイナビリティ・アジェンダレポート）を作成することを目

的とする。特に、東日本大震災の経験を十分に生かし、我が国がこの時期に作成するレポートとして

ふさわしい内容とする。本共同研究は東大とチャルマーズ工科大学が主となり編集チームを結成し、

他大学に所属する著名研究者やその他の大学・研究機関に所属する専門家の協力を求める。 

 

（セミナー） 

セミナーとしては、25 年 9 月にフランス・マルセイユで開催される予定の国際サステイナビリティ

学会（International Conference on Sustainability Science: ICSS）の企画会議（Organization 

Committee Meeting）と準備会議（Preparatory meeting）をそれぞれマルセイユ（24 年 7 月）、チ

ューリヒ（25 年 3 月）に行うことを企画している。企画会議は ICSS のセッション構成、討議内容、

招聘者の選定等を本事業の実施大学にエクス・マルセイユ大学（フランス）、アリゾナ大学（University 

of Arizona、アメリカ合衆国）、カタルニア工科大学（スペイン）の代表者を加え実施する。本企画会

議は会議企画におけるリーダーシップをとる意味で大変重要であり、東京大学が相手国側の教員と協

力する必要がある。準備会議は ICSS のプロモーションも兼ねた比較的小規模の会議であり、公開シ

ンポジウム形式で ETH 構内で開催される予定である。Organization Committee に加え、各大学から

の有力な研究者を招聘しサステイナビリティ学に関する発表を行う。 

 

（研究者交流） 

サステイナビリティ学における教育プログラムの共同開発のためにスイス、スウェーデン、イタリア

へ派遣を行うと同時に相手国側からも短期に研究者を受け入れ、アジアの他の大学を交え（本事業予

算外の経費で招聘）教育プログラムの共同開発を行う予定。 
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６．実施組織 

 ○日本側実施組織 

拠点機関 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構 

実施組織代表者 職・氏名 機構長・武内和彦 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 サステイナビリティ学連携研究機構・教授・住明正 

協力機関数 1 

協力機関名 国際連合大学 

拠点機関事務組織： 事務総括責任者 新領域創成科学研究科・事務長 武井和夫 

 事務総括担当者 ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ学連携研究機構・特任専門職員 小野あをい

 経理管理責任者 新領域創成科学研究科研究交流係・主査 金木茂 

 経理管理担当者 ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ学連携研究機構・特任専門職員 小野あをい

 

○相手国側実施組織１ 

国名 スイス 

拠点機関 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 植物生態学講座・教授・Peter EDWARDS 

協力機関数 0 

協力機関名  

 

○相手国側実施組織２ 

国名 スウェーデン 

拠点機関 チャルマーズ工科大学 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 環境土木工学・教授・Gregory MORRISON 

協力機関数 0 

協力機関名  

 

○相手国側実施組織３ 

国名 米国 

拠点機関 アリゾナ州立大学 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 サステイナビリティ学部・学部長・教授・Sander VAN DER 

LEEUW 

協力機関数 1 

協力機関名 マサチューセッツ工科大学 

 

○相手国側実施組織３ 

国名 イタリア 

拠点機関 ローマ大学 

コーディネーター 所属部局・職・氏名 持続可能な発展研究センター・教授・Vincenzo NASO 

協力機関数 0 

協力機関名  

 


