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はじめに

双方の視点を反映した実効性の高い政策提言を行いました。この他、さまざ

まな国際会議の開催や、IGESが事務局を務めるアジア太平洋環境開発フォー

ラム（APFED）、3Rイニシアティブ、北九州イニシアティブ等の国際的な取り組

みに対する支援を通じて研究成果の普及を図るとともに、環境政策に関する議

論の場を積極的に提供し、持続可能な開発に資する政策形成を促すよう努め

てきました。

　アジア太平洋地域では、環境への脅威がさらに増大しており、地球温暖化を

はじめとする地球規模の環境問題の解決に向けてこの地域が果たすべき役割

はますます重要になっています。2008年に設立10周年を迎えたIGESは、アジ

ア太平洋地域における戦略的政策研究という重大な使命を担っていることを

常に自覚しながら、設立以来培ってきた各国政府、地方自治体、企業、NGO、

市民、専門家等多岐にわたる関係者の皆様との協力をさらに深め、アジア太

平洋地域の持続可能な開発の実現に向けて一層力を尽くす所存です。

　今後とも、IGESの研究活動に対しまして、変わらぬご理解とご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。

　財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、1998年に日本政府のイニシア

ティブと神奈川県の支援により設立され、アジア太平洋地域の持続可能な開発

の実現を目指し、地球環境問題に関する実践的な戦略研究を行っています。

　3年を一期とする研究計画を立てているIGESでは、2007年度から第4期統合

的戦略研究計画（2007年4月～ 2010年3月）を開始し、研究プロジェクト間の調

整や分野横断的研究を行うプログラム・マネージメント・オフィスの下で、気候

政策、バイオ燃料、森林保全、淡水、廃棄物・資源、ビジネスと環境、能力開発と

教育の各研究プロジェクトを実施しています。いずれのプロジェクトにおいて

も、IGESがこれまでに蓄積した研究成果・ネットワーク等を活用しながら、アジ

ア太平洋地域の政策ニーズにより一層即した研究を進めています。

　新たな戦略研究計画の始動を受け、2007年7月には公開フォーラム「アジア

の地球環境戦略：IGESの成果と展望」を東京で開催し、これまでのIGESの研究

成果を踏まえ、アジアにおける効果的な環境戦略について討議しました。また、

2007年12月にインドネシア・バリで開催された国連気候変動枠組条約第13回

締約国会議（COP13）及び京都議定書第3回締約国会合（COP/MOP3）では4つ

のサイドイベントを主催し、アジア各地で実施してきた2013年以降の気候変

動枠組みに関する一連の政策対話の結果に基づき、先進国とアジアの途上国

地球温暖化をはじめとする地球規模の
環境問題の解決に向けてアジア太平洋地域が果たすべき役割は
ますます重要になっています。

（財）地球環境戦略研究機関
 理事長　浜中　裕徳
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IGESが目指すもの  ～アジア太平洋発の地球環境戦略～

Mission and Goals　-Global Environmental Strategies from the Asia-Pacific Region -

　アジア太平洋地域では急速な経済発展とともに人口増加や都市化が進行する一方で、

依然として貧困の軽減が大きな課題となっています。地域的な経済統合に向けた取り組み

が進められ、経済の更なる発展と貧困の軽減のための新たな機会がもたらされようとして

いますが、このような動向は同時に、森林の消失や、大気や河川の汚染、廃棄物の増大な

ど、自然資源や環境への負荷の増大を加速させるおそれがあります。また、世界的に喫緊

の課題である地球温暖化については、アジア太平洋地域は温室効果ガスの一大発生源で

あると同時に、地域の経済、社会、そして人々の生活が、その影響を最も深刻に被ると懸念

されています。

　IGESの使命は、こうした様々な課題に対峙しながら、50年後、100年後を見据え、アジア

太平洋地域において持続可能な開発を実現するための戦略を立て、実効性ある政策を提言

することです。地球温暖化をはじめとする環境問題の解決に向けた国際的な取り組みに

おいて、アジア太平洋地域が今後果たす役割への期待や要請はますます高まっています。

アジア太平洋地域は経済や政治、文化、自然環境の面で多様性に富んでおり、各地域の

状況を適切に踏まえて政策提言を行うことが極めて重要です。

　IGESは、これまで培ってきた多様な関係者（ステークホルダー）との協力関係をさらに拡充することにより、アジア太平洋の視点から戦略的な政策研究を遂行

するとともに、その成果を世界に向けて広く発信し、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。
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アプローチ

●   国際的な環境戦略研究の実施

IGESは、地球環境問題に取り組む国際的な戦略研究機関＊です。 IGESは、実際の問題に

立脚した問題解決型かつ多面的・学際的研究を行うと共に、その成果を現実の政策形成

過程に適用可能なものとすることを目指しており、特定の国の利害にとらわれないグロー

バルな観点から、環境問題の解決に役立つ政策や制度の提案を行います。
＊国連経済社会理事会（UN/ECOSOC）の特別協議資格を取得（2003年4月）

●   アジア太平洋地域の持続可能な開発の実現にフォーカス

IGESは、世界の中でも特に産業活動や人口が飛躍的に増大し、今後更に地球環境に大

きな影響を及ぼすであろうアジア太平洋地域における持続可能な開発を主要な研究ター

ゲットとしています。

●   研究成果の積極的なアウトリーチと具現化

IGESは、単なる学術研究を超えた政策志向型の研究機関です。研究成果を、国際機関、

各国政府、地方自治体などの政策形成や、企業、NGO、市民の行動に反映させることを

目指し、多様な関係者（ステークホルダー）に向けた政策提言として積極的に発信します。

Approach
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IGESの研究活動

　IGESでは、3年を一期とする研究計画により、アジア太平洋地域のニーズに

基づいた実践的な研究を行っています。2007年度には第4期統合的戦略研究

計画（2007年4月～ 2010年3月）を開始し、研究プロジェクト間の調整や分野横

断的研究を行うプログラム・マネージメント・オフィス（PMO）の下で、7つの研

究プロジェクトを実施しました。また、国内外の研究拠点や政府間プログラム・

ネットワーク等との連携を通じて幅広い研究活動を行いました。

IGES’ Research Activities

IGESの研究活動体制

[ プログラム  マネージメント  オフィス ]



xxxxxxxxxxxxxxxxx
研究活動

Research Activities
研究活動
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Climate Policy Project
気候政策プロジェクト

　アジアの持続可能な開発に寄与する効果的な気候政策の提案を目指し、

「2013年以降の気候枠組み」「市場メカニズム」「コベネフィット」「適応」の4つ

のテーマに関する研究を実施しています。

01 研究の目的・概要

2013年以降の気候枠組み

　地球温暖化対策を一層促進する上でアジアの取り組

みは不可欠であり、京都議定書第一約束期間後の国際

的な枠組みの構築に研究の焦点を当てています。

　本研究では、「アジアにおける2013年以降の気候変

動枠組みに関する非公式対話」をインドと中国で実施

し、アジアの期待や懸念等を明らかにして、アジアの

視点を反映した気候枠組みのオプションの提示を目指

しました。アジアの視点に立った議論は世界で初めて

の試みであり、インドネシアからは政府内における議論の先鞭になったとの評

価を得るなど、途上国・先進国双方から高く評価されました。また、この対話の

成果を報告書にまとめ、2007年12月にインドネシア・バリで開催されたCOP13

及びCOP/MOP3のサイドイベント「2013年以降の気候変動枠組み：アジアの優

先事項と地球規模の利益の調和」で政策提言として発表を行いました。

　また、国内・地球規模での気候政策における民間部門の役割についても研

究を進め、2007年4月に国際シンポジウム「気候変動と欧州ビジネス戦略：短

期の収益か長期の投資か」を、2007年10月に脱温暖化2050プロジェクト国際

シンポジウム「低炭素社会を目指した産業構造変革への挑戦」をそれぞれ東京

で開催しました。

02 主な研究活動

脱温暖化2050プロジェクト
国際シンポジウム

COP13サイドイベント
「2013年以降の気候変動枠

組み：アジアの優先事項と地
球規模の利益の調和」
Photo courtesy of IISD/ENB
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　国内外で関心が高まっている排出量取引に関しては、2007年10月に第3回

日独ワークショップ「地球温暖化問題と企業戦略：日独の温暖化対策の現状と

今後」を東京で開催し、日独両国における気候変動に対処するための排出量

取引制度について議論を行いました。また、2008年3月に東京で「気候変動

政策と炭素市場に関する日本EU会議」を開催し、EUが発表した気候変動政策

及び再生可能エネルギーに関する包括策等を詳しく紹介しました。

コベネフィット

　エネルギー効率や大気汚染の改善等、他の分野で好ましい効果を生み出す

温室効果ガス緩和政策のコベネフィットに注目して研究を進めました。

　本研究では、特に運輸・農業・廃棄物管理部門のエネルギー利用及び省エ

ネルギー対策に焦点を当て、持続可能な開発に向けた温室効果ガス緩和政策

のコベネフィットを最大化するための方策を検討しました。2007年4月に京都

で開催された「アジアの市長による環境的に持続可能な交通に関する国際会

議 」では政策対話の支援を行ったほか、2007年8月にはバンコクで「アジアに

おける気候政策の開発コベネフィット」に関する専門家会合を開催し、コベネ

市場メカニズム

　温室効果ガスの削減を効果的に推進する上で、クリーン開発メカニズム

（CDM）等の市場メカニズムは大変重要な役割を果たします。

　本研究では、CDMの円滑な実施を支援するため、アジアの6 ヶ国（中国、イ

ンド、インドネシア、タイ、フィリピン、カンボジア）を対象に各国のニーズに

応じた研修等を開催しました。2007年9月に東京で開催した日中CDM協力プ

ログラム公開セミナー「中国におけるCDMの最新状況」では、中国における

CDMの最新状況を報告し、2007年度における事業化支援候補プロジェクトの

紹介を行いました。また、現行のCDM制度の課題と改善策について、2007年5

月にドイツ・ボンで開催されたUNFCCC第26回補助機関会合（SB26）やCOP13

及びCOP/MOP3において、「CDM人材育成支援の経験：CDMの国際ルールや

国内ルールの改善は必要か？」と題するサイドイベントを開催し、議論を深め

ました。CDMルールの改訂案をUNFCCC事務局に対してカンボジア政府と共

同提案し、COP13及びCOP/MOP3において一部が正式に認められました。

　CDMに関する出版物やデー

タベースの拡充を図り、CDM

の基本的情報をまとめた「CDM 

in Charts」、「CDM/JI各国情報」、

「図 解京都メカニズム」を更

新するとともに「要約京都議

定 書 」の 発 行 やUNFCCC下 の

CDM理事会で登録されたプロ

ジェクトに関する公開情報を整

理したデータベース等の公開

を行いました。
COP13サイドイベント「CDM人材育成支援の経験：
CDMの国際ルールや国内ルールの改善は必要か？」

気候変動政策と炭素市場に関する日本EU会議
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フィットの定量化について議論するとともに、こうしたコベネフィットをアジア

の気候政策に反映する上で障害となる技術的・政治的要因を明らかにしまし

た。「アジアにおける2013年以降の気候変動枠組みに関する非公式対話」では、

現行の気候変動対策には開発のニーズが必ずしも反映されておらず、開発のコ

ベネフィットを促進する必要がある点を指摘しました。また、開発のコベネフィッ

トを評価し、何らかの見返りを付与するシステムを将来枠組みに加えることにつ

いて報告しました。

適応

　温室効果ガスの排出緩和とともに、温暖化の影響に対処するための能力の

向上も重要な課題です。

　本研究では、気候変動の影響を非常に受けやすい部門（農業・水セクター

等）における適応策を国・地域レベルの開発政策に組み組む「主流化」の促進

策について検討しました。その過程で、気候変動の経済的影響についての認

識不足や、気候変動予測の時間的・空間的スケールが政策担当者の必要とす

る情報に適合していない点が大きな障害となっていることが明らかになりまし

た。さらに、地方・国家・アジア地域・国際レベルで適応の主流化を促進してい

くための優先事項について検討を行い、一連の結果を「UNFCCCアジア地域

適応ワークショップ」（2007年4月・北京）、「第17回地球温暖化アジア太平洋地

域セミナー」（2007年8月・バンコク）、「温暖化に関するEUアセアン地域会議」

（2007年10月・クアラルンプール）等の機会に発表しました。また、適応の主

流化と資金問題に関する非公式対話を行い、COP13及びCOP/MOP3では、こ

れまでの研究成果をもとにサイドイベント「アジアにおける気候変動への適

応：主流化と資金問題」を開催しました。

　IGESでは2005年 度より「アジアにおける
2013年以降の気候変動枠組みに関する非公
式対話」を実施しており、2007年度は4つの

重要テーマ（①将来枠組みにおけるセクター
別アプローチの役割、②低炭素技術の開発
と技術移転の促進、③気候変動への適応策、
④コベネフィット＜温室効果ガス削減とそれ
が開発にもたらす相乗便益＞の促進）に焦点
を当てて議論を行いました。その一連の成果
を報告書「2013年以降の気候変動枠組み：ア
ジアの優先事項と地球規模の利益の調和」と
してとりまとめ、その中で将来枠組みの強化
策をアジアの視点から提案しました。

2013年以降の気候変動枠組みをアジアの視点から提案

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ

アジアの市長による環境的に持続可能
な交通に関する国際会議

COP13サイドイベント「アジアにおける気候変動への適応： 
主流化と資金問題」Photo courtesy of IISD/ENB

The Climate Regime Beyond 2012: 
Reconciling Asian Developmental Priorities 
and Global Climate Interests

「2013年以降の気候変動枠組み：
アジアの優先事項と地球規模の利益の調和」
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Biofuels Project
バイオ燃料プロジェクト

バイオ燃料の長所と短所

　アジアで生産・利用されているさまざまなバイオ燃料毎の生産方法や消費

パターン等を調査して長所と短所を評価・分析しました。2007年7月に東京で

開催したIGES公開フォーラム「アジアの地球環境戦略：IGESの成果と展望」で

評価結果の一部を報告したほか、月刊誌『産業と環境』2008年1月号に特集

記事「アジアにおける持続可能なバイオ燃料活用のための政策研究」（pp.29-

32）として掲載されました。

バイオ燃料の生産と消費に関する政策

　多くのアジア諸国で既に導入されている補助金や税制優遇等の経済的イン

センティブや、ディーゼル燃料へのバイオ燃料混合の義務化等、バイオ燃料に

関する政策を評価・分析しまし

た。研究成果を「アジアにおけ

るバイオ燃料の見通しと課題：

政策への影響」（IGES刊『アジア

太平洋の未来戦略：気候政策と

持続可能な開発の融合を目指

して』pp.93-116所収）としてま

とめたほか、2007年11月に北九

州市で開催された第4回アジア

DME（ジメチルエーテル）会議

でポスター発表を行いました。

　アジアにおけるバイオ燃料の利用を環境面や持続可能な開発の観点から最

適にするための政策の策定を目指し、交通部門を中心にバイオ燃料利用のコ

ストと便益を評価します。

　本プロジェクトでは、2007年度に環境省地球環境研究総合推進費から3年間

（2008年～2010年）にわたる研究資金を獲得しており、東京大学サステイナ

ビリティ学連携研究機構（IR3S）をはじめとする他機関との共同研究「持続可能

な発展のためのバイオ燃料利用戦略に関する研究」において、アジア太平洋

地域に焦点を置いた研究を進めていきます。

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動
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バイオ燃料貿易による影響

　バイオ燃料の輸出・輸入によって生じる影響評価のほか、関税や補助金、

価格設定等の政策分析を行うために、慶応義塾大学及び国立環境研究所

（NIES）との共同研究「バイオマス持続利用への環境管理技術の開発」を開始

しました。

 

アジアの交通におけるバイオ燃料の持続可能な利用に向けた
政策オプションの策定

　バイオ燃料に関する様々な側面からの評価・分析をもとに、持続可能な方法

によるバイオ燃料の生産・利用を確立し、アジアの持続可能な開発に資する政

策オプションの立案に向けて研究を進めています。

　バイオ燃料は、温室効果ガスの排出を削
減し、エネルギー安全保障に資するだけで
なく、農村開発のための経済機会をもたらす
と考えられます。しかし一方で、食糧安全保
障の問題や、森林伐採・生物多様性の損失・
土壌劣化・水質汚染等の環境問題の悪化が
危惧されており、温室効果ガス削減・エネル
ギー安全保障・農村開発に対して期待された
ような貢献ができるのかどうか疑問が生じて
います。
　スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）

が主催する「持続可能なバイオ燃料のための
円卓会議」は、バイオ燃料の持続可能性に関
する基準策定を目的としたマルチステークホ
ルダー・イニシアティブで、バイオ燃料の持続
可能な生産・利用を確保し、国際基準を定め
るというニーズに応えるために設立されまし
た。IGESは、2007年11月に中国・上海で開催
された「持続可能なバイオ燃料のための円卓
会議」マルチステークホルダー地域会合に出
席し、持続可能なバイオ燃料の原則や基準
策定に関する国際的な議論に貢献しました。

持続可能なバイオ燃料のための円卓会議

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ
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Forest Conservation Project
森林保全プロジェクト

森林法制度改革の評価

　住民の権利の観点から、アジア諸国における森林関連法制度の改革を評価

するための研究枠組みを構築しました。この枠組みでは、改革を促進または阻

害する要因を抽出するとともに、その影響や効果について評価を行います。

代替的な生計手段の創出

　貧困層が違法な森林活動により生計を立ててきた地域では、違法活動の取

り締まり強化とともに、住民の生計活動への支援も重要な課題となっています。

そこで、森林に依存した村落共同体のための代替的な生計手段として、フェア

トレードについてのレビューを行い、さらに研究枠組みの構築を試みました。

　アジア太平洋地域で持続可能な森林管理を促進するためには、住民の生計

や森林を利用する権利の公正性を確保することが重要です。そのためには、

地方・国家・国際レベルでの森林関連法制度の強化や改革が求められており、

「森林関連法制度の考察」「代替的な生計手段の創出」「森林認証の推進」「木

材の政府調達政策の強化」等の課題に取り組んでいます。

小規模林業事業への森林認証導入を促進するためのモデル開発

　熱帯の発展途上国では、森林認証制度が十分普及していません。本プロ

ジェクトでは、認証の取得・維持・利用が非常に困難な小規模林業従事者につ

いて研究を行っており、村落を基盤とした森林管理に向けて、「FSC（Forest 

Stewardship Council：森林管理協議会）グループ認証」と「インドネシアエコラ

ベリング協会標準」の比較分析のための研究枠組みを構築しました。さらに、

パプアニューギニアで進められている住民主体型

の森林認証についてまとめた『Forest Certification 

in Papua New Guinea: Progress, Prospects and 

Challenges』を発行し、森林認証の実施を促す要素

と制約となっている課題を明らかにしました。また、

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動

貧困削減と森林：保有権・マーケット
と政策改革に関する国際会議
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　このほか、アジア森林パートナーシップ（AFP）やＧ8違法伐採対話フォーラ

ム、フェアウッドキャンペーン等、様々な政策対話や政策立案プロセスへの貢

献を行ったほか、2007年9月には「森林破壊の防止についての円卓会議」を開

催し、「森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減（REDD）」を第4期戦略研

究の新たな課題として検討しました。REDDについては、2008年3月に「途上国

の森林減少防止に関するアジア地域セミナー」を林野庁と共催し、インドネシ

ア、ラオス、カンボジア、ベトナムそして日本の参加者の間で情報・意見交換を

行いました。

2007年9月にバンコクで開催された「貧困削減と森林：保有権・マーケットと政

策改革に関する国際会議」では、インドネシア、パプアニューギニア、ラオスに

おける住民主体型の森林認証に関する研究成果のポスター発表を行いました。

認証熱帯合法材の貿易推進

　認証された熱帯合法材の市場シェアを高め、貿易を推進することを目的に、

国際熱帯木材機関（ITTO）のプロジェクト「国内における認証や合法性を取得

した熱帯の木材のための市場需要の促進及び創出」の下、企業の木材合法性

に関する意識分析を30社以上の日本企業を対象に実施しました。

木材の政府調達政策の強化

　木材の政府調達政策について、日欧の比較分析をまとめた『日本における

合法的、持続可能な木材の公共調達：その進展、課題及び将来』を発行し、日

本が合法性や持続可能性を満たした木材の調達を優先させるための提言に

加え、効果的な調達政策が兼ね備えるべき要素を包括的に示しました。2008

年3月に東京で行われた第2回違法伐採専門家国際会議では、アジェンダ、コ

ンセプトノート及び議長サマリーの作成に貢献したほか、木材の政府調達政

策に関する提言を発表し、高い評価を得ました。

その他

　ポリシー・ブリーフ「アジアの農村地帯に適した造林活動計画：土地紛争回

避が成功の鍵」を発行し、商業型・政府主導型・住民主体型の3つの造林モデ

ルについてそれぞれの利点や問題点を考察しました。また、地域住民の生計

を確保し、土地紛争を回避するため、その計画や実施に地域住民を取り込ん

だ造林モデルの構築の必要性について提言しました。

Forest Certification in 
Papua New Guinea: 
Progress, Prospects and Challenges

日本における合法的、
持続可能な木材の公共調達：
その進展、課題及び将来

　2007年11月12日～15日に「第7回アジア森
林パートナーシップ（AFP）会合」を日本政府、
インドネシア政府及び国際林業研究センター

（CIFOR）と横浜で共催しました。AFPは、アジア
太平洋地域において、政府、市民社会、事業者
がメンバーとなり、持続可能な森林管理に向け
た協力活動を行う地域パートナーシップです。

　今回の会合では、今後のAFPの活動方針
や重点テーマが決定されました。IGESは、合
法かつ持続可能な木材を要求する政府調達
政策における研究成果を発表しました。また、
次回の年次会合までの間、IGESがAFP運営
委員会の議長を務めることになりました。

第7回アジア森林パートナーシップ（AFP）会合への貢献

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ
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Freshwater Project
淡水プロジェクト

安全な水資源確保のための地下水質管理

　安全な水資源を確保する上で水質管

理は重要です。しかし、アジア各国の水

質管理は必ずしも十分ではなく、水量

や水資源の利用に関する管理との調整

も不十分です。

　本研究では、アジアの5都市（タイ・バ

ンコク、インドネシア・バンドン、ベトナ

ム・ホーチミン、スリランカ・キャンディ、

中国・天津）で現地の研究パートナーと

協力し、ケーススタディーを実施し、地

下水質管理における各都市での課題を探りました。2007年11月には、タイ・

チェンマイでリサーチミーティングを開催し、ケーススタディーの中間報告と

今後の研究枠組みについて、本研究の関係者間で情報共有を図りました。

　このほか、アジアの都市における地下水管理に関する研究の成果を、第5

回東南アジア水環境国際シンポジウム（2007年11月・チェンマイ）や第1回アジ

ア・太平洋水サミット（2007年12月・大分県別府市）を通じて発信しました。

　

都市部における戦略的水質管理

　2006年度に日本と中国の間で合意された中国の水環境管理に関する環境

省の協力プロジェクトを中心に、都市化の影響を受けている地域において、新

たな水質管理を推進できるような政策枠組みの提案を目指して研究を進めま

　安全な水資源の確保に向けて、地下水質管理や都市部の戦略的水質管理に

ついて革新的・実施可能な手法を開発することを目指しています。また、アジア

域内の水環境保全に関する情報共有や関係者の能力向上を図る「アジア水環

境パートナーシップ（WEPA）」事業に取り組んでいます。

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動

リサーチミーティング（タイ・チェンマイ）
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した。中国での現地調査を通じて政策課題の分析を行ったほか、2007年11月

には重慶で中国の水環境管理に関するフォーラムを日中友好環境保全セン

ターと共同で開催しました。

　

アジア水環境パートナーシップ
（WEPA: Water Environment Partnership in Asia）

　WEPAは、2003年3月の第3回世界水フォーラムで環境省が提唱した、水環

境保全分野におけるガバナンス向上と能力形成を目指す事業です（事務局：

IGES）。その情報基盤として、WEPAパートナー国（11カ国）の相互協力のもとに

「WEPAデータベース」の構築が進められています。また、2007年度は、フィリ

ピンとラオスにおいて二国間会合を開催するとともに、第1回アジア・太平洋水

サミットでのオープン・イベントとして「第２回WEPA国際フォーラム」を実施す

るなど、アジア地域の関係者とのネットワークを拡充し、WEPAデータベースに

盛り込む情報を収集しました。WEPAのネットワーク強化により、水環境保全に

係るアジアの政府・地元住民の能力向上に大きく貢献しました。

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ

　中国では、水質汚染の改善が最重要課題
のひとつとなっており、日中双方の環境大臣
間の合意に基づく「中国の水環境管理強化
に関する日中共同研究」が2006年12月より
実施されています。日本側の研究実施機関で
あるIGESでは、北京事務所を中心に、日中友

好環境保全センターと共同で、中国の河川
流域における水環境管理に関する研究を進
めているところです。
　その一 環として、2007年11月20日に「日
中協力水質総量規制及び重要水域の水環
境管理等総合フォーラム」を中国・重慶市で
日中友好環境保全センターと共催しました。
フォーラムでは、これまでの共同研究の成果
に基づき、汚染物質削減に向けた水質総量
規制や中国の重要水域における水環境管理
の現状・課題等について議論を行い、あわせ
て水環境分野に関する今後の日中協力のあ
り方について検討しました。

中国の水環境管理に関するフォーラムを開催

　IGESが事務局を務めるWEPAの事業の一環
として、2007年12月3日～ 4日に「第2回国際
フォーラム：アジアの水環境ガバナンス」を、別
府で開催された第1回アジア・太平洋水サミッ
トのオープン・イベントとして開催しました。
　アジアにおいて最も差し迫った環境問題の

ひとつである水問題の解決には、異なった主
体による取り組みから得られた知識・経験の
共有が必要となります。フォーラムでは、水環
境改善に関する技術や政策、NGO・CBO（地
域社会組織）の活動事例等の報告が行われる
とともに、様々な関係者の間での情報共有が
図られました。また、フォーラムで提起された
東南アジア・東アジア地域の水環境に関する
課題や今後同地域の水環境改善に向けて必
要とされる取り組み等が成果文書としてとりま
とめられ、アジア・太平洋水サミット参加者に
提供されました。

第1回アジア・太平洋水サミットのオープン・イベントを開催

ラオスでの二国間会合
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Waste and Resources Project
廃棄物・資源プロジェクト

地域住民主体の廃棄物管理の促進

　アジアの7都市で現地調査を実施し、地域住民主

体のごみ削減やリサイクル促進、生ごみコンポスト

化等の活動において成功事例の普及が進んでいな

い要因を分析し、途上国の廃棄物管理とリサイクル

の抱える問題に対する有効なアプローチを検討しま

した。この中で、フィリピン・バゴ市では、ごみバンク

や家庭用コンポストといった地域住民主体の廃棄

物管理プロジェクトの策定・実施支援を行いました。

　2007年6月に北九州市で開催された第4回北九

州イニシアティブネットワーク会議では廃棄物管理に関する優良事例の発表

セッションを設けたほか、2007年11月に岡山市で開催された第3回アジア太平

洋廃棄物専門家会議では事務局として会議の準備・運営・報告書のとりまとめ

を行う等、国際的な政策プロセスに対して積極的な支援を行いました。

エコインダストリアルパーク（環境産業集積）政策を通じた国レベルでの能力開発

　国レベルでのエコインダストリアルパーク政策とそこでのリサイクル推進に

焦点を当て、日本のエコタウン政策や中国の生態工業圏政策等の事例研究を

通じて、国や地域の実情に即した効果的なリサイクルを行うための条件を分析

しました。

　タイ、中国、韓国での現地調査をもとに日本のエコタウン政策との類似点・

相違点を分析し、各国との有効な政策協調について提言しました。

　持続可能な資源利用を目指して、製品の生産、流通、リサイクル、廃棄物管理

といった一連の資源循環の過程を分析し、適切な国際資源循環の実現に向け

た政策を提案するとともに、3R（廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用）や化学

物質管理に関する国際・地域イニシアティブに協力しています。

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動

タイ・バンコクでの現地調査
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アジア地域のリサイクル枠組みの構築

　国内のリサイクルの仕組みを阻害しかねない国際資源循環に関わる制度上

の「抜け穴」を防ぐための政策や、国際的な政策協調の実現可能性について検

討しました。

　アジア開発銀行（ADB）とアジアの3Rに関する報告書『 Toward Resource 

Efficient Economies in Asia and the Pacific』を執筆し、2007年10月にドイツ・

ボンで開催された3Rイニシアティブ高級事務レベル会合の場でハイライト版

を発表したほか、2008年3月に東京で開催された第2回アジア3R推進会議で

事務局を務める等、3Rイニシアティブの一層の国際展開に努めました。

　また、2007年9月に東京で開催された「物質フローと資源生産性に関する

OECD－ジャパンセミナー」に事務局として参加し、議長サマリー草案の作成支

援を行ったほか、公開セミナー「物質フローから見たアジアの環境問題」（2007

年9月）の共催や、2007年11月にドイツ・ベルリンで実施された資源効率に関

する日独専門家会議での報告等、環境的に健全な物質フローの構築に向けて

積極的な研究活動を行いました。

資源効率向上のための上流政策の開発

　効果的な資源利用を達成するためには、資源利用の上流側（生産、消費、流通）

での適切な政策が重要であるとして、EUの新たな化学物質規制であるREACH＊1

やRoHS指令＊2等を製品リサイクル政策に反映する指針を検討しました。

　また、適切な化学物質管理を促進する国際的イニシアティブである国際化

学物質管理戦略（SAICM）＊3に対して積極的な貢献を行いました。SAICMの政

策プロセスに深く関与するとともに、2007年5月にタイ・バンコクで開催された

SAICMアジア太平洋地域会合では、フォーカルポイント（地域の窓口）である日

本政府を支援しました。

＊1  化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則　
＊2  家電・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限することにより、環境や健康に及ぼす
　　危険を最小化することを目的としています。
＊3  適切な化学物質管理の促進に向けて2006年に開催された国際化学物質管理会議で採択さ
　　れ、2020年までに化学物質が健康や環境への影響を最小化する方法で生産・使用されるこ
　　とを目標に、さまざまな取り組みを促進することを定めています。

Toward Resource-Efficient Economies 
in Asia and the Pacific

東アジアにおける循環型社会の形成に向けて

プロジェクト・クローズアップ

　2007年9月28日に「物質フローから見たア
ジアの環境問題：東アジア循環型社会に向け
て」を東京で環境省と共催しました。
　会議には、物質フローや国際資源循環の
研究者・政策担当者が参加し、物質フローの
観点から見た地球環境問題に関する最新の
研究成果や国際機関の取り組みが報告され

ました。パネル討論では、アジアの途上国に
おけるリサイクル産業の能力開発に向けた政
策や中古品の越境移動への対応等、適正か
つ円滑な国際資源循環の構築に関する意見
交換が行われたほか、東アジアにおける循環
型社会の形成に向けた課題と可能性につい
て議論を深めました。

Project close-UP
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Business and the Environment Project
ビジネスと環境プロジェクト

企業の自主的な取り組みを通じた環境管理

　中国、インド、タイの産業・環境政策、排出基

準及び自主協定・規制に関する調査を実施した

ほか、現地企業による自主的な環境管理の現

状を報告する「産業と環境」国際ワークショップ

「アジアの企業環境管理―各国の取り組みと

今後の展望」を2007年10月に神戸で開催しまし

た。大企業については環境情報開示、中小企

業についてはサプライチェーン管理に焦点を当

てて、事前対応的政策手法の検討を行い、各国

の環境ガバナンス制度や企業の自主的な取り組みについて評価を行いました。

　また、2007年9月にバンコクで開催された国連アジア太平洋経済社会委員会

（UNESCAP）のグリーングロース対話地域イベント「第2回ソウルイニシアティ

ブ政策協議フォーラム」等の機会において、本研究の成果を発表しました。

環境調和型産業クラスターの実現に向けて

　中小企業の集積（クラスター）とその企業間ネットワークの形成は、中小企業

の環境パフォーマンスを改善するための効果的な手法であり、地域に経済的

利益をもたらします。

　この手法の実現可能性を明らかにするために、都市と農村の境界域におけ

る環境調和型産業クラスターに焦点を当て、環境・経済・社会面の利益につい

て評価するとともにその促進策を検討しました。2007年4月にベトナム・ハノイ

　アジアにおける企業の環境行動を促す効果的な政策の提案を目指すととも

に、政策対話・情報提供を通じて、企業環境管理（CEM）政策の促進を図ります。

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動

第2回ソウルイニシアティブ
政策協議フォーラム
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で開催された「第7回アジア太平洋持続可能な生産と消費に関する円卓会議」で

は、インド、タイ、ベトナム、日本の環境調和型産業クラスターに関する研究成

果を発表したほか、研究の詳細をまとめた『 Eco-Industrial Clusters in Urban-

Rural Fringe Areas 』（英文）を2007年7月に出版しました。また、中国、インドネ

シア、スリランカにおける環境調和型クラスターについても調査を進めました。

家庭版ESCOの実現可能性調査

　省エネルギーの努力で実現できる経費節減分を新たな省エネルギー対策

に投資することを促すビジネススキーム「ESCO」を家庭に応用することの実現

可能性と有効性について情報収集・分析を行いました。本プロジェクトがびわ

こ銀行及び滋賀県電器商業組合と共同でまとめた「多主体連携による家庭版

ESCOスキームを用いた家庭部門の省エネルギーの推進」が環境省主催による

「平成18年度NGO・NPO／企業環境

政策提言」の優秀提言に選ばれ、

2007年6月に滋賀県大津市で行わ

れたシンポジウムにおいて詳しく

紹介を行いました。自治体や金融

機関がESCOスキーム利用の検討

を開始しており、実施に向けた取

り組みの広がりに貢献しました。

水銀廃棄物ガイドラインの作成

　国立水俣病研究所等と協力して、日本の経験に基づいた水銀廃棄物の環境

上適正な処理に関する政策提言に向けた技術ガイドラインを検討し、ドラフト

をバーゼル条約作業部会（OEWG）に提出しました。

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ

　2007年10月18日に「 産 業と環 境 」国 際
ワークショップ「アジアの企業環境管理―各
国の取り組みと今後の展望」を神戸で開催

しました。基調講演では、高度経済成長下
にある中国の環境問題について、小柳秀明
IGES北京事務所長が分野ごとの事例・デー
タを示しながら解説を行いました。続いて、
IGESが実施しているアジアの企業環境管理
研究についての説明と、中国、インド、タイ、
日本での企業環境管理の現状と課題につい
て事例発表を行いました。また、パネル討
論では、 各国の事例発表を踏まえて意見
交換が行われ、今後の研究の進め方につい
て議論を交わしました。

企業環境管理に向けたアジア各国の取り組み

　2008年5月のG8環 境 大 臣 会 合を記 念し
て、その主要議題とされる地球温暖化問題へ

の対応について、国際シンポジウム「アジアの
地球温暖化問題の現状と展望」を2008年2
月14日に神戸で開催しました。
　シンポジウムでは、急速な経済発展を遂げ
る中国とインドの温暖化対策への取り組み
及び課題について報告が行われたほか、「地
球温暖化対策におけるアジアの取り組みと日
本の貢献」と題するパネル討論では、国内外
のパネリストが温暖化対策での国際協力の
あり方について意見を交換しました。

環境大臣会合開催記念リレーシンポジウム

Eco-Industrial Clusters
in Urban-Rural Fringe Areas



IG
ES 2007 年

報
 

研
究
活
動

22

Capacity Development and Education Project
能力開発と教育プロジェクト

環境情報へのアクセス

　日本と韓国における環境配慮型製品情報の公開システム（エコラベル）に

関する事例研究をもとに調査報告書を作成しました。また、バングラデシュの

環境法律家協会とともに、バングラデシュの環境情報アクセスに関する立法・

制度的措置について予備的評価を実施しました。

　

ステークホルダーの自立支援と連携構築

　アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）＊事業の一部として、ソロモン諸

島、オーストラリア、中国、フィリピンにおけるステークホルダーの自立支援・

連携構築に関する事例研究を実施し、環境パフォーマンスの改善に向けた

様々なステークホルダーの連携を明らかにしました。
＊ アジア太平洋地域が直面している重要な課題を討議し、より衡平で持続可能な発展のモデル

を提示することを目的に、2001年のアジア太平洋環境会議（エコアジア 2001）で設立されまし
た。IGESは、その事務局として、会合準備・運営や関連プログラム実施のための事業活動支援
を行っています。

　アジア太平洋地域の持続可能な開発を実現するためには、ステークホル

ダーが適切に意思決定し、行動することが重要です。そのための基盤となる「環

境情報へのアクセス」、「ステークホルダーの自立支援と連携構築」及び「持続可

能な開発のための教育」に焦点を置き、人々の行動変化や環境パフォーマンス

の改善のために重要となる条件を検証し、効果的な施策・制度を提言するため

の活動を実施しました。

01 研究の目的・概要

02 主な研究活動

持続可能な水資源のための地域メカニズム構築
（フィリピン）

ヴァージンココナツオイル生産による農村経済の復興
（ソロモン諸島）
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持続可能な開発のための教育

　持続可能な開発に関する高等教育について、世界

的な傾向やアジアにおける課題をとりまとめた評価

報告書を作成しました。欧米との比較において、ア

ジアにおける優良事例の実践は限定されるものの、

進歩的な事例がアジア数ヶ国で顕在化していること

を明らかにしました。

　また、環境省が設置した「持続可能なアジアに向け

た大学における環境人材育成ビジョン」検討会の事務

局として、地域社会や全国レベルにおいて多様なステークホルダーが関与するコ

ンソーシアムの形成や、持続可能性を強化するための高等教育における方策等

を提案するなど、同ビジョンの策定に貢献しました。

　2008年3月17日に国 際シンポジウム「 持
続可能な開発のための教育と3R：循環型社
会構築に向けて」を東京大学サステイナビリ
ティ学連携研究機構（IR3S）と東京で開催しま
した。
　シンポジウムには環境・持続可能性に係わ
る諸活動で活躍する有識者のほか、APFED

メンバーも参加し、それぞれの活動やAPFED
における政策対話の成果をもとに、持続可能
な開発のための教育を通じて3R（廃棄物の
発生抑制、再使用、再生利用）活動を社会全
体で推進するための方策や、アジアにおいて
循環型社会の構築を進める上で教育が果た
すべき役割等について議論を深めました。

アジアの循環型社会構築に向けた教育の役割

Project close-UP プロジェクト・クローズアップ
事例研究の内容

事例研究名 実施団体 内　容

ヴァージンココナ
ツオイル生産によ
る農村経済の復興

ソロモン諸島・ココ
ナツパシフィック有
限会社

既にある資源を有効に活用した地方経済復興プ
ロジェクトで、沿岸部住民の雇用機会拡大、生
計向上に寄与

クリスティー・ウォー
ク・エコシティ・プロ
ジェクト

オーストラリア・エコ
ポリス建築事務所

企業、NGOの主導による、水・エネルギー資源
の保全に配慮した中規模密集地域でのハウジン
グ・プロジェクト

法的手段による環
境の持続性確保

中 国・公 害 犠 牲 者
法的支援センター

公害被害者へ法的助言の無料提供、法律家のト
レーニング、国際・国内環境法についてのシンポ
ジウム等を通じ、中国の環境法遵守の促進に貢献

持続可能な水資源
のための地域メカ
ニズム構築

フィリピン・持続可
能性をめざす自治
体協議会（ICLEI）

地方における安全な水確保が困難になるとの懸
念に応えるべく制度改革を実施
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アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト：
革新的・戦略的政策オプション研究第2フェーズ（RISPO-II）

　東アジアで進展する地域経

済統合のもとでの持続可能な

開発の促進に焦点を当てた

RISPO-II では、貿易モデルに

環境・貧困評価モジュールを組

み込んだ政策影響評価モデル

を用いたモデル分析と、優先

的課題（再生エネルギー、有機

農業、廃棄物）を対象としたケーススタディー分析を実施し、地域経済統合の

中で環境持続可能性及び貧困削減を達成するための政策オプションを策定し

ました。2007年度はRISPO-IIの最終年度にあたり、これまでの研究の総括とし

て2008年3月に国際ワークショップを開催し、最終報告書をとりまとめました。

エコアジア2007

　2007年9月に福岡市で開催

されたエコアジア2007（主催：

環境省）では、「グローバルな

環境課題に対するアジアの対

応」を主要議題とし、気候変動

及び廃棄物・リサイクルに関

する活発な討議が行われまし

た。IGESは、これまでの研究成果を活用して討議文書を作成・提供し、また、議

長サマリーの取りまとめを補佐する等、会議への貢献を積極的に行いました。

プログラム・マネージメント・オフィス（PMO）の活動
Programme Management Office (PMO) Activities

　アジア太平洋地域のニーズに的確に応えるためにIGES全体の統合的戦略研

究計画を立て、研究プロジェクト間の調整を行います。また、アジア太平洋環境

開発フォーラムをはじめとするアジアの持続可能な開発に向けた取り組みを支

援するとともに、様々な機関と連携して分野横断的な研究を実施していきます。

01 目的・概要

アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）

　APFEDは、アジア太平洋地域が直面している重要な課題を討議し、より衡

平で持続可能な開発のモデルを提示することを目的に、2001年のアジア太平

洋環境会議（エコアジア 2001）で設立された有識者会合です（事務局：IGES）。

2007年度には、5件の事業活動を持続可能な開発を推進する優良事例として

表彰（橋本龍太郎APFED賞）した他、12件の地域密着型の革新的取り組みの支

援（革新的ショーケース）や、アジア地域内の研究機関ネットワーク「NetRes」

の拡充、COP13における温暖化対策に関する政策対話等を行いました。

02 主な活動

COP13における対話 
Photo courtesy of 
IISD/ENB

RISPO-Ⅱ  国際ワークショップ
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北東アジア地域環境協力

　北東アジアにおける現在の環境管理体制を、同地域で予測される新たな環

境課題に照らして評価し、これらの課題に対応するための環境管理基盤の強

化に向けた体制・方策に関する提案を行うことを目的に、日中韓三カ国環境

大臣会合（TEMM）の下で、中国国家環境保護総局環境経済政策研究センター

（PRCEE）、韓国環境研究所（KEI）と共同で調査研究を実施しています。2007年

度は、既存の環境管理体制の現状に関する評価と共に、日中韓 3カ国のステー

クホルダーを対象に、北東アジアにおける既存の地域環境協力メカニズムに

関するアンケート調査及びインタビューを実施しました。

北九州イニシアティブ

　国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）のプログラムである「クリーンな

環境のための北九州イニシアティブ」（北九州イニシアティブ）は、アジア太平洋

地域の地方自治体がネットワークを形成し、情報や経験を都市間で共有すること

によって環境改善を推進する取り組みとして、北九州市とIGESの協力の下、2000

年に開始されました。2007年6月には第4回北九州イニシアティブネットワーク会

議（北九州市）が開催され、アジア諸国19都市の市長等が参加しました。同会議

では地方レベルでの環境改善に向けた取り組みと、国際機関や都市間ネットワー

クによる支援活動が報告されました。また、参加都市のうち11都市からは、2010

年までにそれぞれが達成すべき具体的な目標や、そのために必要な行動・手段

等についての表明がありました。

IGESは、北九州イニシアティブの

事務局として、引き続き各都市の

取り組みに関するモニタリングと

成功事例の情報収集を行います。

　地球環境問題が最重要課題となる2008年7月のG8北海道洞爺湖サミッ

トに向けて、世界が注目する国際的政策対話のプロセスが展開される中、

IGESは2008年3月に開催されたちばG20対話や第2回違法伐採専門家国際

会議等に対して、研究成果をもとにした政策提言や情報提供を精力的に行

い、実りある政策対話の実施に貢献しました。

 「ブレア気候変動イニシアティブ」への貢献

　米国、EU、日本、中国、インド等の温室効果ガス主要排出国が、気
候変動の諸課題に共同で取り組むことを呼びかけるブレア気候変動
イニシアティブ「打開に向けて～世界気候変動合意への道」の発表の
ために、2008年3月のちばG20対話に合わせてトニー・ブレア前英国
首相が来日しました。IGESは招聘委員会の一員として、来日中に開催さ
れた専門家ブリーフィングの機会をとらえ、ブレア前英国首相と日本の気候変
動政策の動向や、主要排出途上国ならびに米国の国際枠組みに対する積極的な参
加を促すためのインセンティブのあり方等について意見交換の場に参加しました。ま
た、ブレア前英国首相をスピーカーに迎えてシンポジウム「地球温暖化防止、世界と
日本」（東京）を開催し、温暖化対策における日本の役割について議論を深めました。

■G8北海道洞爺湖サミットに向けた取り組み  
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Research Activity Facilities
研究活動拠点・機関
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研究活動拠点・機関
Research Activity Facilities

本部（神奈川県葉山町）での活動に加えて、国内外の研究拠点や政府間プログラム・ネットワーク等との連携を通じて幅広い研究活動を行いました。

3） UNEPの地球環境概況（GEO）の

作成支援を行いました。バンコク

事務所代表は、GEO-4の政策に

関する章の主執筆者の一人とし

て同章の作成に貢献したほか、

他章や概要版の作成においても

貢献しました。

4） UNEPと一年間の職員派遣に関する覚書を2007年9月に締結し、気候変動に

関するプロジェクトの策定等において協力することになりました。

北京事務所〈日中協力プロジェクトオフィス〉（中国・北京）

　中国における研究活動をより機動的に実施する拠点として、中国環境保護部

日中友好環境保全センター内に開設（2006年7月）されました。日中を機軸とした

二国間及び多国間（国際機関も含む）の協力によるさまざまな調査・研究等を展

開しています。

　2007年度には、次の3つの主要な活動を実施しました。

1）中国におけるクリーン開発メカニズム（CDM）能力開発事業を実施し、事業

の成果を日本政府のクレジット（CERs）買い取りに結びつけました。

バンコク事務所（タイ・バンコク）

　アジア太平洋地域における研究活動の拠点として、国連環境計画（UNEP）ア

ジア太平洋地域資源センター（RRC.AP）の協力の下、2003年に設立されました。

同地域の研究機関、政府、開発関係機関との共同研究調査の推進や、環境政

策に関する主な国際フォーラムへの参加、IGESの関係プロジェクトへの支援等

を行っています。

　2007年度には、次の4つの主要な活動を実施しました。

1）  UNEPとアジア開発銀行（ADB）との協力による「中核環境プログラム（CEP）」の

下、3年間のプロジェクトを開始し、CEPコンポーネント3「環境パフォーマ

ンス評価」の持続可能な開発計

画において、主導的な役割を果

たしています。2007年5月と10月

にはタイでワークショップが開催

され、議論をまとめた報告書が

2008年2月に発行されました。

2）  拡大メコン準地域における国レベル及び準地域レベルの持続可能な開発

戦略の策定において、UNEPへの支援を行いました。また、国際持続可能

開発研究所（IISD）が中心となって進めているアジア太平洋持続可能な開発

ネットワークの諮問委員会設立メンバーに招聘されました。 

01 海外事務所の活動

CEP3 テクニカルワークショップ（10月23～25 日 バンコク）

GEO-4 発行記念式（10月26日バンコク）
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2）中国の水環境管理強化に関する

日中共同研究を実施し、長江流

域や渤海・黄海区域の現地調査

等を通じて中国の水環境管理上

の重要課題についての分析と今

後とるべき対策の提案を行い、

その成果は、両国政府による「農

村地域等における分散型排水処

理モデル事業」協力の実施へと

発展しました。

3）政府が実施する日中間の環境分

野における戦略的互恵関係確立

のための共同調査研究活動等に

積極的に参加し、コベネフィット

モデル事業の立ち上げ、北九州

市－青島市循環型都市間協力等

に携わりました。

黄河下流域の日中共同調査メンバー

青島の家電リサイクル工場での洗濯機分解の様子

国際生態学センター（JISE）

　主に植物生態学の立場より持続

可能な社会の実現を目指し、地域

から地球規模に至る環境の回復・再

生・創造に向けた実践的な調査研究

を行っています。また、環境や生態

学に関する様々な研修や情報の収

集・提供等の事業を推進しています

（2007年4月にIGESに統合）。

　2007年度には、マレーシアとケニ

アの熱帯雨林等の再生に関する研

究、アジアの現存・潜在自然植生の

調査研究、日本（東北・関東）の里山

研究、流域・沿岸域を単位とした地

域生態系の構造と動態研究等を進

めました。また、環境保全に資する

人材育成事業として、環境活動に係

わる企業・団体の職員を対象に、生

態学研修を実施したほか、国際協力機構（JICA）の研修事業等を開催しました。

また、横浜国立大学と共同で植生調査資料データベースの構築を開始するな

ケニア・ナイロビ近郊での試験植樹

02 国内拠点・機関の活動

神奈川県立川崎図書館との共催「環境フェアー」での講義
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IPCC国別温室効果ガスインベントリープログラム技術支援ユニット（TSU）

　気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）が実施する国別温室効果ガ

スインベントリープログラム（NGGIP)

に関して指針を示すために設置さ

れたタスクフォースビューロー（TFB）

の活動をサポートする技術支援ユ

ニット。温室効果ガス算出手法に関

わるガイドラインを策定・発行する

など、NGGIPの実質的な運営を担っ

ています。1999年にIGES内に設置

されました。

　2007年度には、IPCCガイドライン及びグッドプラクティスガイダンス報告書

に関する出版物（2006年ガイドラインの広報資料、紹介・解説用冊子）の制作

や、エネルギー分野を対象としたIPCCガイドラインのソフトウェア及びIPCC排

出係数データベース（EFDB）の拡充を進めました。また、「農業や林業など土地

利用による温室効果ガスの排出・吸収に関するIPCCのガイダンス」について、

使用経験を通じて認識された課題を議論するための専門家会議を2008年度に

開催するため、その準備を進めました。

03 政府間プログラム・
ネットワーク等との連携

IPCCは、2007年のノーベル平和賞を受賞しました。
授賞式には、IGES理事・上級コンサルタントである平
石尹彦氏も、IPCC国別温室効果ガスインベントリータ
スクフォース共同議長として参列しました。

ど、環境情報の収集提供における拡充を図りました。このほか、IGES本部との

連携の下、2008年度開催のG8環境大臣会合に向けた資料作成等に協力しま

した。

IGES持続性センター (CfS)　～エコアクション21 ～

　エコアクション21認証・登録制度は、中小企

業、学校、公共機関等が環境への取り組みを効

果的に行うための制度です。2004年10月に設置

されたIGES持続性センターは、エコアクション21

の中央事務局としての機能を果たしています。

　認証・登録事業者数は2,000件を突破（2007年

11月）しており、さらに、2007年度には長野県が

都道府県では初めて認証を取得し、琉球大学、

佐賀大学等の大学、高等専門学校、高等学校も

認証されるなど、自治体や教育機関におけるエコ

アクション21への関心も高まりました。また、日本

政府が閣議決定した「21世紀環境立国戦略」の

中にもエコアクション21が盛り込まれました。
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アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）

　アジア太平洋地域における地球変動研究を促進するとともに、同研究への

途上国からの参加を増進し、科学研究と政策決定との連携を強化することを

目的とする政府間ネットワーク（加盟国21 ヵ国）。APN事務局は2004年4月に

IGESに移管されました（APNの意思決定機関は、APN政府間会合）。

　2007年度には、APN第12回政府間会合で選ばれた20件の地球変動研究公

募プロジェクトへの支援を行ったほか、「持続可能な開発のための途上国にお

ける科学的能力開発・向上プログラム（CAPaBLE）」では途上国の有力研究者に

よる地球温暖化に関する国際共同研究推進事業（3件）ならびに若手研究者等

に対する能力向上事業（9件）を支援しました。また、第13回政府間会合及び科

学企画グループ会合を開催するとともに、2007年12月に国際セミナー「地球

温暖化と生態系・生物多様性の変化：変わりゆく生態系にどのように向き合う

か？」を神戸で開催し、APNの研究成果を活用した市民向け啓発活動も行いま

した。さらに、2007年12月にインドネシア・バリで開催されたCOP13のサイド

イベント等に参加し、途上国における地球変動研究促進について国際社会に

訴えました。

APN国際セミナー「地球温暖化と生態系・生物多様性の変化：
変わりゆく生態系にどのように向き合うか？」
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Information Dissemination and Outreach
情報発信・アウトリーチ
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情報発信・アウトリーチ
Information Dissemination and Outreach

２）ニュースレター

　IGESの研究活動の紹介、セミナー等の開催報告及び研究

員による考察記事を掲載した「What’s New from IGES」を

2007年6月、10月、2008年2月に発行しました。

メールニュース “E-alert”

　IGESの研究活動やIGESが開催するイベント案内、地球環境問題に関する情

報等を、購読希望者に対して月平均2回程度、Eメールで配信しました。

環境情報サイト「EnviroScope」 　http://enviroscope.iges.or.jp/

　環境と持続可能な開発に関する情報提供サイトとして、国内外の関連省庁

や研究機関の最新情報を提供するとともに、IGESの研究成果データベースと

して掲載データの拡充を図りました。

メディアを通じた情報発信

　IGESの活動や研究成果を多様なステークホルダーに伝えるための有効な

方策のひとつとして、プレスリリースや記者説明会を実施し、国内外の多様な

メディアを通じた情報発信を強化しました。プレスリリースについては、和文

12件と英文6件を発信し、国内外の新聞、雑誌、ウェブニュース等に広く掲載

されました。

　IGESの研究成果が、アジア太平洋地域の環境政策や環境に関する取り組み

等に反映されるよう、様々な媒体を活用して研究成果を分かりやすく紹介する

とともに、地球環境問題に関する最新の政策・研究動向等の情報を幅広く収

集・発信しました。

ポリシー・ブリーフ

　各研究プロジェクトや研究員の研究成

果を政策提言としてタイムリーに発信す

ることを目指し、2005年に創刊しました。

2007年度は、第6号「アジアの農村地帯に

適した造林活動計画：土地紛争回避が成

功の鍵」及び第7号「Public Procurement 

Policies for Legal and Sustainable Timber: How to Strengthen Japan’s 

Policy」（英文）を発行しました。

定期刊行物

１）「2007年アジアの環境重大ニュース」

　アジア太平洋地域における１年間の環境関連のニュース

のうち、特に重大と思われるものを1998年以来毎年取りま

とめています。2007年度については、域内23カ国・3機関か

らニュースを収集し、2007年12月に暫定版を公表、2008年

3月に最終版を発行しました。
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　第3期戦略研究計画を2007年3月に終了し、新たに第4期（2007年4月～ 2010年3月）を開始したことを受け、こ

れまでのIGESの研究を踏まえてアジアの地球環境戦略について議論する公開フォーラムを2007年7月13日に東京

で開催しました。フォーラムには、アジアの環境問題に対する関心の高さを反映して約100名の参加がありました。

　カナダ・国際持続可能開発研究所（IISD）のウィリアム・グランビル博士から「持続可能な開発に関する研究機関の

成長と発展」と題した基調講演があり、続いて第4期の戦略研究活動の概要や方向性について森秀行IGES副所長が

説明を行いました。

　喫緊の課題である地球温暖化問題に焦点をあてたパネル討論では、各分野の第一人者として活躍するIGESの

研究顧問や研究員が登壇し、気候・水・エネルギー・ビジネス・教育等の側面からアジアにおける効果的な環境戦

略について報告を行いました。各報告を受けての討論では、アジアの環境が差し迫った状況にある中、気候変動

の国際交渉への途上国の関与が非常に大きな課題である点や、先進国・途上国・企業・市民のいずれにおいても、

創意工夫をもって地球温暖化問題に戦略的に取り組む必要性がある等の意見が交わされました。

地球環境セミナー
Global Environment Seminars

第3回セミナー

　IGESでは、賛助会員及び一般の皆

様を対象に、国内外の最新動向を交え

ながら地球環境問題についてわかり易

く説明する「IGES地球環境セミナー」を

開催しています。 2007年度もIGESの

研究活動の中から時宜を得たテーマ

を選び、計4回を開催しました。

第1回 東　京 80名2007年10月25日 高度経済成長下の中国環境問題：
「環境問題のデパート」中国の行方

第2回 神　戸 30名2007年11月22日 エコアクション21と環境経営：
仕組みとメリット

第3回 東　京 180名2007年12月21日 地球温暖化対策の行方：
COP13結果速報と今後の展望

第4回 横　浜 70名2008年3月26日 「家庭版ESCO」による
家庭での省エネ推進の可能性

場　所 参加人数開催日 テーマ

IGES公開フォーラム 「アジアの地球環境戦略：IGESの成果と展望」の開催
IGES Open Forum: Global Environmental Strategies for Asia-Pacific – Views and Findings of IGES
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Appendix
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貸借対照表（総括）

正味財産増減計算書（総括）　

（単位：千円）

（単位：千円）

資　産

一般会計 IPCC/TSU特別会計 APN特別会計 JISE特別会計 合　計

負　債

正味財産

流動資産

固定資産
　　（基本財産）
　　（特定資産）
　　（その他固定資産）

I　一般正味財産増減の部

II　指定正味財産増減の部

経常増減

経常外増減

経常収益

経常外収益

当期指定正味財産増減額

経常費用

経常外費用

当期正味財産増減額

正味財産期末残高

1,990,246

2,359

196

1,970,386

308

20,113

574,813

157,189

3,739

0

157,267

17

3,644

48,045

126,718

0

0

127,327

19

629

69,715

181,841

0

2,127,092

103,998

0

2,204,936

2,204,936

2,452,555

6,098

2,126,896

2,355,540

345

2,228,064

2,897,509

流動負債
固定負債

指定正味財産
一般正味財産

3,683,261 785,752

2,897,509

3,683,2613,683,261

725,286
60,466

2,377,635
519,874

（250,000）
（2,292,311）

（51,707）

1,089,243

2,594,018

財 務 諸 表 （2007年度）
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経常収益の内訳（一般会計） 経常費用の内訳（一般会計） （単位：千円） （単位：千円）

790,491
39%

205,657
10%

550,000
28%

147,886
8%

280,030
14%

114,385
6%

229,671
12%

350,555
18%

128,037
6%

1,136,339
57%

12,017
1%

15,560
1%

受託事業収入　　　　　　　　補助金

その他事業費　　　　　　　　受取負担金

拠出金　　　　　　　　　　　運用益等

合　計 ： 1,990,246（06年度 ： 1,826,080） 合　計 ： 1,970,386（06年度 ： 1,685,809）

※1  PMOに係る事業費　　※2  プロジェクトに係る事業費

統合的戦略事業費　　　　　　　　その他事業費

戦略的研究事業費　　　　　　　　管理費

情報発信　　　　　　　　　　　　減価償却費

※1

※2
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財 団 概 要

■バンコク事務所
c/o UNEP-RRC.AP, Outreach Bldg. 3F, AIT
P.O. Box 4, Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel：+ 66-2-524-6441　Fax：+ 66-2-524-6233

■APNセンター
〒651-0073　兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 国際健康開発（IHD）センター 5階
Tel：078-230-8017　Fax：078-230-8018

■国際生態学センター
〒220-0073　神奈川県横浜市西区岡野2-12-20 横浜西合同庁舎3階
Tel：045-322-1223　Fax：045-322-1225

【理　事】
浜 中　裕 徳（理事長） 慶應義塾大学環境情報学部教授
ルーカス・アスンサン アースカウンシルジュネーブ事務所所長（スイス）
キース・ベザンソン 元サセックス大学開発学研究所所長（英国）
ヤンピン・チェン 日中友好環境保全センター所長（中国）
クリストファー・フレイビン ワールドウォッチ研究所所長（米国）
平　石　尹　彦 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）インベントリー

プログラム共同議長
小　林　悦　夫 財団法人ひょうご環境創造協会顧問
幸　田シャーミン 国連広報センター（東京）所長
森　　　秀　行 IGES副所長
トングロイ・オンチャン メコン環境資源研究所所長（タイ）
ラジェンドラ・K・パチャウリ 資源エネルギー研究所（TERI）所長、IPCC議長（インド）
佐　藤　光　徳 神奈川県環境農政部長
庄　子　幹　雄 マサチューセッツ工科大学客員教授
鈴　木　　　胖 兵庫県立大学副学長
スースン・ユーン 韓国環境影響評価学会会長（韓国）

【監　事】
猪　野　博　行 東京電力株式会社常務取締役
龍　口　　　淳 株式会社横浜銀行営業戦略本部公務金融渉外部長

【設立経緯】
1995年1月

「21世紀地球環境懇話会」（内閣総理大臣の私的諮問機関）の報告書『新しい文明の創造
に向けて』の中で、地球環境戦略研究機関の設立が提案される。

1996年4月
「総合的な環境研究・教育の推進体制に関する懇話会」（環境庁）において「地球環境戦

略研究機関のあり方」について最終報告がまとまる。
1998年3月

財団法人地球環境戦略研究機関発足

【人員構成】
研究員  56(10）名
研究支援・広報スタッフ 23( 6 ）名
管理業務スタッフ 40(24）名
特別会計事業他 29( 6 ）名

（　 ）内は客員研究員または非常勤スタッフ等で内数　 （2008年3月31日現在）

■本部
〒240-0115  神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11
Tel：046-855-3700　Fax：046-855-3709
E-mail：iges@iges.or.jp　URL：http://www.iges.or.jp

■東京事務所
〒100-0011  東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階
Tel：03-3595-1081　Fax：03-3595-1084

■関西研究センター
〒651-0073  兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 国際健康開発（IHD）センター 3階
Tel：078-262-6634　Fax：078-262-6635

■北九州事務所
〒802-0001  福岡県北九州市小倉北区浅野3-9-30 北九州国際会議場6階
Tel：093-513-3711　Fax：093-513-3712

■北京事務所
100029  中華人民共和国北京市朝陽区育慧南路１号
中日友好環境保護中心5階508号室（IGES中日合作項目弁公室）
Tel：+86-10-8463-6314　Fax：+86-10-8463-6314
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【評議員】
赤　尾　信　敏 日本アセアンセンター事務総長
ボルジド・Ts. アディヤスレン モンゴル政府自然環境大臣顧問（モンゴル）
伴　　　次　雄 財団法人国際緑化推進センター相談役
ラエ・クウォン・チュン 国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）環境・持続可能

開発部長
福　川　伸　次 財団法人地球産業文化研究所（GISPRI）顧問
ウィリアム・グランビル 国際持続可能開発研究所（IISD）副所長兼最高執行責任者

（カナダ）
マスネリャティ・ヒルマン インドネシア政府環境省天然資源保全推進・環境管理担当副

大臣（インドネシア）
加　藤　康　宏 独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）理事長
スンヒー・キム 韓国政府環境省地球環境室長（韓国）
リチット・ロン カンボジア政府環境省環境総局副局長（カンボジア）
岡　田　康　彦 社団法人全国労働金庫協会理事長
小野川　和　延 国連地域開発センター（UNCRD）所長
大　場　智　満 財団法人国際金融情報センター理事
大　塚　柳太郎 独立行政法人国立環境研究所理事長
コイ・ニュエン・ファム ベトナム政府天然資源環境省上級副大臣（ベトナム）
バル・クリシュナ・プラサイ 元ネパール王国政府環境・科学・技術省事務次官
アンジェロ  Ｔ．レイエス 元フィリピン共和国天然資源環境省大臣（フィリピン）
佐々木　正　峰 独立行政法人国立科学博物館館長
ノーリン・シンバンディット ラオス共和国政府水資源・環境庁副長官（ラオス）
マノエル・ソブラル・フィルホ 元国際熱帯木材機構（ITTO）事務局長
スレンドラ・シュレスタ 国連環境計画（UNEP）アジア太平洋事務所所長
鈴　木　邦　雄 横浜国立大学理事・副学長
モンチップ・タブカノン タイ王国政府天然資源・環境省環境改善部長（タイ）
ピーター・ウッズ オーストラリア政府環境水資源部主席広報官

（オーストラリア）
ルウチュウ・イェ 中国国家環境保護総局上席顧問（中国）
A. H. ザクリ 国連大学高等研究所（UNU/IAS）所長

【研究諮問委員】
スダカラ・レディ・バシレディ インディラガンディー開発研究所教授（インド）
クァンルディー・チョティチャナタェウォン タイ環境研究所所長補佐（タイ）
ウォルフガング・クラマー ポツダム気候変動研究所「地球システム解析」 

研究領域共同議長（ドイツ）

ウィリアム・グランビル 国際持続可能開発研究所（IISD）副所長兼最高執行責任者
（カナダ）

ホァジン・ハン 韓国環境政策・評価研究院（KEI）地球環境研究センター所長
リーン・ホジク 国際応用システム分析研究所（IIASA）所長（オーストリア）
亀　山　康　子 独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター

主任研究員
木　村　耕太郎 元財団法人地球産業文化研究所（GISPRI）専務理事
ケンリャン・コー アジア太平洋環境法センター所長（シンガポール）
プーオン・リー 東南アジア研究所研究員（シンガポール）
フィリップ・マシューズ マレーシア国際戦略研究所所長補佐、科学技術局長 

（マレーシア）
ジェームズ・メイヤーズ 国際環境開発研究所（IIED）林業・土地利用プログラム部長

（英国）
ジンギュ・オー 韓国エネルギー経済研究所（KEEI）上席研究員（韓国）
ヘルマン・オット ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所ベルリン事務所長

（ドイツ）
ヨン・レン 日中友好環境保全センター環境政策研究所副所長（中国）
ヨハン・ロックストロム ストックホルム環境研究所所長（スウェーデン）
イルカ・サボライネン フィンランドVTT技術研究センター研究教授（フィンランド）
リーナ・スリバスターバ エネルギー資源研究所（TERI）副所長（インド）
アチャリー・シュテインミューラー タイ環境研究財団自然資源環境プログラム上席研究専門員

（タイ）
フランシスコ・セケレイ 欧州マネジメント工科大学（EMST）教授（ドイツ）

【顧　問】
海　部　俊　樹 元内閣総理大臣、地球環境行動会議顧問
加　藤　一　郎 成城学園名誉学園長、元東京大学学長
近　藤　次　郎 特定非営利活動法人環境テクノロジーセンター会長
村　山　富　市 元内閣総理大臣、地球環境行動会議顧問
西　澤　潤　一 首都大学東京学長、元東北大学学長
曲　　　格　平 中国環境保護財団理事長（中国）
エミル・サリム 元インドネシア政府環境大臣（インドネシア）
シュテファン・シュミットハイニー 持続可能な開発のための世界経済人会議副議長（スイス）
モーリス・ストロング アースカウンシル議長（カナダ）
M.S. スワミナサン スワミナサン研究財団会長（インド）
クラウス・テプファー 元国連環境計画（UNEP）事務局長
梅　原　　　猛 国際日本文化研究センター顧問
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【国際機関】6機関
国際熱帯木材機関（ITTO）
国連環境計画（UNEP）
国連地域開発センター（UNCRD）
国連訓練調査研修所（UNITAR）
国際連合大学高等研究所（UNU/IAS）
国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）

【研究機関】26機関
アジア太平洋環境法センター（シンガポール）
国際環境法センター（米国）
アース・カウンシル研究所（コスタリカ）
財団法人地球産業文化研究所（日本）
インディラ・ガンディー開発研究所（インド）
サセックス大学開発学研究所（英国）
東南アジア研究所（シンガポール）
マレーシア国際戦略研究所（マレーシア）
国際環境アカデミー（スイス）
ワイカト大学国際地球変動研究所（ニュージーランド）
国際環境開発研究所（英国）
国際持続可能開発研究所（カナダ）
国際応用システム分析研究所（オーストリア）
韓国エネルギー経済研究所（韓国）
韓国環境政策・評価研究院（韓国）
国立環境研究所（日本）
ポツダム気候変動研究所（ドイツ）
日中友好環境保全センター（中国）
ストックホルム環境研究所（スウェーデン）
エネルギー資源研究所（インド）
タイ開発研究財団（タイ）
タイ環境研究所（タイ）
世界資源研究所（米国）
フィンランドVTT技術センター（フィンランド）
ワールドウォッチ研究所（米国）
ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所（ドイツ）

【参　与】
赤　尾　信　敏　　日本アセアンセンター事務総長
畚　野　信　義　　株式会社国際電気通信基礎技術研究所相談役
福　川　伸　次　　財団法人地球産業文化研究所（GISPRI）顧問
原　　　　　剛　　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
石　坂　匡　身　　財団法人大蔵財務協会理事長
加　藤　康　宏　　独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）理事長
松　田　良　昭　　神奈川県議会議長
大　場　智　満　　財団法人国際金融情報センター理事
岡　島　成　行　　社団法人日本環境教育フォーラム理事長
佐々木　正　峰　　 独立行政法人国立科学博物館館長
 （2008年3月31日現在）

【IGES設立憲章署名機関一覧】
合　計　48機関（アルファベット順、2008年3月現在）

【行政機関】16機関
オーストラリア連邦政府　環境・水資源・国家遺産・芸術省
カンボジア王国　環境省
カナダ　環境省
中華人民共和国　国家環境保護総局
インド　環境・森林省
インドネシア共和国　環境省
日本国　環境省
韓国　環境省
ラオス共和国　水資源・環境庁
マレーシア　天然資源環境省
モンゴル　自然・環境省
ネパール王国　環境・科学・技術省
ニュージーランド　環境省
フィリピン共和国　環境・自然資源省
タイ王国　天然資源・環境省
ベトナム社会主義共和国　天然資源環境省
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財団法人 地球環境戦略研究機関寄附行為

（4）民間の財団等からの助成金
（5）財産から生じる収入
（6）会費収入
（7）事業に伴う収入
（8）その他の収入

（財産の種別）
第７条 本機関の財産は、基本財産及び運用財産とする。
　　２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
（2）基本財産とすることを指定して寄付された財産
（3）理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

　　３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

（財産の管理）
第８条 本機関の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に

定める。
　　２ 基本財産のうち現金は、郵便官署への定期貯金若しくは銀行等への定期預金、信託銀

行への信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

（基本財産の処分の制限）
第９条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本機関の事業

遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の
議決及び評議員会の同意を経、かつ、環境大臣の承認を得て、その一部を処分し、又
はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

（戦略研究基金）
第10条 本機関の業務の円滑な運営に資するために戦略研究基金を置くこととし、次に掲げる

ものをもって構成する。
（1）戦略研究基金とすることを指定して寄付され、又は交付された財産
（2）理事会で戦略研究基金とすることを議決した財産

　　２ 戦略研究基金は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本機関の
業務上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の
議決及び評議員会の同意を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担
保に供することができる。

（経費の支弁）
第11条 本機関の経費は、運用財産をもって支弁する。

第１章　総則

（名称）
第１条 本機関は、財団法人地球環境戦略研究機関（以下、「本機関」という。）と称する。

（事務所）
第２条 本機関は、主たる事務所を神奈川県三浦郡葉山町上山口2,108番11に置く。
　　２ 本機関は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

（目的）
第３条 本機関は、「地球環境戦略研究機関設立憲章（以下、「憲章」という。）」の趣旨を踏まえ、

新たな地球文明のパラダイムの構築を目指して、持続可能な開発のための革新的な
政策手法の開発及び環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究（以下、「戦
略研究」という。）を行い、その成果を様々な主体の政策決定に具現化し、地球規模、特
にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的とする。

（事業）
第４条 本機関は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）戦略研究を実施すること（国際機関、国・地方の政府、研究機関、企業及びNGO等
（以下「他の機関」という。）との間の共同研究を含む。）。

（2）他の機関からの要請により、戦略研究を実施し、必要に応じ当該機関に対し、持続
可能な開発に関する戦略策定への情報提供、勧告等を行うこと。

（3）国際会議、セミナー等を実施すること（他の機関との共催を含む。）。
（4）各種の政策決定及び意思決定を行う会議に参加するなどにより戦略研究の成果

を提案すること。
（5）戦略づくりに関し研修コースの実施、研修員の受入等により研修を行うこと。
（6）持続可能な開発に関する情報を収集し、整理し、提供すること。
（7）その他本機関の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

（使用言語）
第５条 本機関の使用言語は、英語及び日本語とする。

第２章　財産及び会計

（財産の構成）
第６条 本機関の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された財産
（2）設立後に企業及び個人等から寄付された財産
（3）日本をはじめとする各国の政府及び地方公共団体からの任意拠出金

平成  9年4月21日　神奈川県知事設立許可
平成10年3月31日改正　内閣総理大臣認可
平成13年2月23日改正
平成14年8月20日改正
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（事業計画及び予算）
第12条 本機関の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度

開始前に、評議員会の意見を聞き、理事会において理事現在数の過半数の議決を経、
かつ、環境大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

（暫定予算）
第13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することが
できる。

　　２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（事業報告及び決算）
第14条 本機関の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算

書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受
け、理事会において理事現在数の過半数の議決を経て、評議員会に報告し、その会計
年度終了後3箇月以内に環境大臣に報告しなければならない。この場合において、資
産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものと
する。

　　２ 本機関の決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を
基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

（長期借入金）
第15条 本機関が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の
同意を経、かつ、環境大臣に届け出なければならない。

（義務の負担及び権利の放棄）
第16条 第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに予算に定めるものを除き、本

機関が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理
事現在数の過半数の議決、及び評議員会の同意を経、かつ、環境大臣に届け出なけれ
ばならない。

（会計年度）
第17条 本機関の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第３章　役　員

（種類及び定数）
第18条 本機関に、次の役員を置く。

（1）理事　15人以上25人以内
（2）監事　 2人

　　２ 理事の現在数（現在数が奇数である場合は、現在数から1を減じた数）の半数に1を加
えた数を日本人とする。

　　３ 理事のうち1人を理事長とする。
　　４ 理事のうち1人又は2人を副理事長とする。
　　５ 理事のうち1人を所長とする。
　　６ 理事のうち1人を副所長とすることができる。
　　７ 理事のうち1人を専務理事とする。

（選任等）
第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
　　２ 理事は、互選により、理事長、副理事長、所長、副所長及び専務理事を選任する。
　　３ 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
　　４ 理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者が理事である場合のこ

れらの理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
　　５ 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
　　６ 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、そ

の旨を環境大臣に届け出なければならない。
　　７ 監事に異動があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならな

い。

（理事長等の職務）
第20条 理事長は、本機関を代表し、その業務を総理する。
　　２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。
　　３ 所長は、第42条に定めるところにより、戦略研究及び研修に関する業務を行う。
　　４ 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務

を代行する。
　　５ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、その意を受けて、所長が行う

業務以外の日常の業務を処理する。
　　６ 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本機関の業務を議決

し、執行する。

（監事の職務）
第21条 監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）財産及び会計を監査すること。
（2）理事の業務執行状況を監査すること。
（3）財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会
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（3）第21条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）
第28条 理事会は、理事長が招集する。
　　２ 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から20日以内に臨時

理事会を招集しなければならない。
　　３ 通常理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

をもって、少なくとも開会の日の30日前までに通知しなければならない。ただし、理事
全員の同意が得られる場合はこの限りではない。

（議長）
第29条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（定足数）
第30条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

（議決）
第31条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（書面表決等）
第32条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することが
できる。

　　２ 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみな
す。

（議事録）
第33条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）日時及び場所
（2）理事の現在数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者及び表決委任者の場合に

あっては、その旨を付記すること。）
（3）審議事項及び議決事項
（4）議事の経過の概要及び結果
（5）議事録署名人の選任に関する事項

　　２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押
印をしなければならない。

　  及び評議員会又は環境大臣に報告すること。
（4）前号の報告をするため、必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、

　  若しくは招集すること。

（任期）
第22条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
　　２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
　　３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。

（解任）
第23条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞ

れ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができ
る。この場合においては、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁
明の機会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

（報酬等）
第24条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
　　２ 役員には、費用を弁償することができる。
　　３ 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第４章　理事会

（構成）
第25条 理事会は、理事をもって構成する。

（機能）
第26条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本機関の業務に関する必要な事

項について議決し、執行する。

（種類及び開催）
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
　　２ 通常理事会は、毎年2回開催する。
　　３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。
（2）理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招

集の請求があったとき。
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第５章　評議員及び評議員会

（評議員）
第34条 本機関に、評議員25人以上35人以内を置く。
　　２ 評議員は、理事会において選任し、理事長がこれを委嘱する。
　　３ 評議員は、憲章に署名した各国行政機関及び国際機関から委任を受けた者、又はそ

の他の学識経験者であるものとする。
　　４ 評議員には、第22条から第24条までの規定を準用する。この場合において、これらの

規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

（評議員会）
第35条 評議員会は、評議員をもって構成する。

（評議員会の機能）
第36条 評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事長の求めに応じ、又は必要

な場合に、本機関の運営全般について審議し、理事長に対して助言する。

（評議員会の招集）
第37条 評議員会は、理事長が招集する。
　　２ 理事長は、評議員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を

もって招集の請求があったときは、請求のあった日から20日以内に評議員会を招集し
なければならない。

（評議員会の議長）
第38条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

（評議員会の定足数、議決及び書面表決等）
第39条 評議員会には、第30条から第33条の規定を準用する。この場合において、これらの条

文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替え
るものとする。

（その他）
第40条 本章に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第６章　顧問及び参与

（顧問及び参与）
第41条 本機関に、顧問及び参与を置くことができる。
　　２ 顧問及び参与は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。

　　３ 顧問は、本機関の運営上根幹に関わる事項について、理事長の諮問に応じ、意見を述
べるとともに、所長に対しても助言することができる。

　　４ 参与は、本機関の業務上重要な事項について、理事長の諮問に応じ、意見を述べると
ともに、所長に対しても助言することができる。

　　５ 顧問及び参与の任期は、それぞれ3年とする。だだし、再任を妨げない。

第７章　研究体制

（所長の業務）
第42条 所長は、理事会の意を受けて次に掲げる業務を行う。

（1） 戦略研究計画の決定及び進行管理
（2） 戦略研究及び研修に関する年次報告書の作成並びに理事会及び評議員会に対す

る報告
（3） 研究者の任免
（4） 戦略研究及び研修に関し必要な事項の決定
（5） 戦略研究及び研修に関する業務の統括

（研究諮問委員会）
第43条 本機関に、戦略研究の推進のための助言機関として研究諮問委員会を置く。
　　２ 研究諮問委員会は、戦略研究計画の決定及び進行管理等の戦略研究の推進に係る事

項について、所長に対して助言する。
　　３ 研究諮問委員会の委員は、所長の意見を踏まえ理事長が選任し、委嘱する。
　　４ 研究諮問委員会の委員は、憲章に署名した研究機関から委任を受けた者又はその他

の学識経験者であるものとする。
　　５ 研究諮問委員会の委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
　　６ 補欠又は増員により選任された研究諮問委員会の委員の任期は、前任者又は現任者

の残任期間とする。
　　７ 前各項に定めるもののほか、研究諮問委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を

経て理事長が定める。

（研究員等）
第44条 本機関に、主任研究員、研究員、客員研究員及びその他研究に関わる職員を置く。
　　２ 客員研究員とは、他の機関に所属する者であって、本機関の実施する戦略研究に従事

する者をいう。
　　３ 主任研究員、研究員及び客員研究員は、所長が任免する。
　　４ 研究員及びその他研究に関わる職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、所

長が定める。



IG
ES 2007 年

報
 

資
料
編

47

（解散）
第50条 本機関は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議

員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、か
つ、環境大臣の承認を得なければ解散することができない。

（残余財産の処分）
第51条 本機関が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理

事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の承認を得て、
類似の目的を有する団体又は当該財産を出資した団体に寄付するものとする。

第11章　補則

（委任）
第52条 この寄附行為に定めるもののほか、本機関の運営に関し必要な事項は、理事会の議

決を経て、理事長が定める。

附　則（平成９年）
　　１ この寄附行為は、本機構の設立許可があった日から施行する。
　　２ 本機構の設立当初の役員、評議員、顧問及び参与は、第19条第1項及び第2項、第34条

第2項、並びに第41条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任
期は、第22条第1項、第34条第4項において準用する第22条第1項及び第41条第5項の
規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

　　３ 本機構の設立初年度の事業計画及び予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の
定めるところによる。

　　４ 本機構の設立初年度の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、設立許可のあった
日から平成10年3月31日までとする。

附　則（平成10年改正）
　　１ この寄附行為は、平成10年3月31日から施行する。
　　２ 第18条第2項の規定については、平成11年3月31日までの間適用しないものとする。
　　３ 所長については、平成10年3月31日以後、最初に開催される理事会の日まで、理事長

が兼ねるものとする。
　　４ 専務理事については、第18条第7項の規定にかかわらず当分の間欠員とすることがで

きるものとする。
　　５ 平成10年3月31日以後、第43条第3項の規定により、最初に理事長が選任し、委嘱する

研究諮問委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

（研修員）
第45条 本機関は、本機関に属する者以外の者を研修員として戦略研究に参加させることがで

きる。
　　２ 研修員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、所長が定める。

第８章　事務局

（設置等）
第46条 本機関の事務を処理するため、事務局を設置する。
　　２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
　　３ 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、研究に関わる職員については、所長

の意見を踏まえるものとする。
　　４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。

（備付け書類及び帳簿）
第47条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

（1）寄附行為
（2）理事、監事、評議員、研究諮問委員、研究員及び職員の名簿及び履歴書
（3）許可、認可等及び登記に関する書類
（4）寄附行為に定める機関の議事に関する書類
（5）収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
（6）資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
（7）その他必要な帳簿及び書類

第９章　会員

（会員）　
第48条 本機関の目的及び事業に賛同する個人又は団体は、理事長が理事会の議決を経て別

に定めるところに従い、本機関の会員となることができる。
　　２ 会員は、本機関の事業に参加することができるとともに、戦略研究の成果等について

の情報提供を受けることができる。
　　３ 会員は、第1項の定めに従い、別に定める会費を納めるものとする。

第10章 　寄附行為の変更及び解散

（寄附行為の変更）
第49条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数

の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の認可を得なければ変更することができない。
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