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略語と頭字語 

 

3R   リデュース（Reduce）・リユース（Reuse）・リサイクル（Recycle） 

ADB   アジア開発銀行 

AIT/UNEP RRC AP アジア工科大学／UNEP アジア太平洋地域資源センター 

APFED   アジア太平洋環境開発フォーラム 

APN   アジア太平洋地球変動研究ネットワーク 

ASEAN   東南アジア諸国連合 

BforSD   持続可能な発展のためのバイオ燃料利用戦略研究 

BOD   IGES 理事 

BOT   IGES 評議員 

CAI   クリーンアジアイニシアティブ 

CDE   IGES 能力開発と教育プロジェクト 

CDM   クリーン開発メカニズム 

CEM   企業環境管理プロジェクト 

CERs   温室効果ガス排出権 

CGE   応用一般均衡 

COP   締約国会議 

CP   IGES 気候政策プロジェクト 

DESD   持続可能な開発のための教育の 10 年 

EE   IGES 経済と環境グループ 

EIC   環境調和型産業クラスタープロジェクト 

ENVForum  アジア・ヨーロッパ環境フォーラム 

EPR   拡大製造者責任 

ERIA   東アジア・ASEAN 経済研究センター 

ESD   持続可能な開発のための教育 

FC   IGES 森林保全プロジェクト  

FW   IGES 淡水プロジェクト 

FY   会計年度 

G8   主要国首脳会議 

GHGs   温室効果ガス 

ICCPL   インドネシア気候変動プログラムローン 

ICTSD   貿易と持続可能な開発国際センター 

IGES   地球環境戦略研究機関 

IISD   国際持続可能開発研究所 

IPCC TSU  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 

ISAP   持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム 

ISRP   統合的戦略研究計画  

JEF   国際経済交流財団 
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JI   共同実施 

JICA   国際協力機構 

JISE   国際生態学センター 

JST   科学技術振興機構 

KI   北九州イニシアティブ 

KRC   IGES 関西研究センター（ビジネスと環境） 

Lao PDR   ラオス人民民主共和国 

LBI   ローカル・ビジネス・イニシアティブプロジェクト 

LCS-RNet  低炭素社会国際研究ネットワーク 

MCED   アジア太平洋環境開発大臣会合 

MM   IGES 市場メカニズムプロジェクト 

MOEJ   日本国環境省 

MOU   非拘束了解覚書 

MRIO   多地域間産業連関 

MRV   評価、報告、検証 

NIES   国立環境研究所 

NPOs   非営利団体 

NRM   IGES 自然資源管理グループ 

OECD   経済協力開発機構 

PMD   IGES プログラムマネージングディレクター 

PMO   IGES プログラム・マネージメント・オフィス 

PMO-EA   プログラム・マネージメント・オフィス 経済分析チーム 

PMO-PG   プログラム・マネージメント・オフィス 政策ガバナンスチーム 

PNG   パプアニューギニア 

REDD   森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減 

RISS   リサイクル情報共有システム 

RSB   持続可能なバイオ燃料に関するラウンドテーブル 

SAICM   国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ 

SCP   IGES 持続可能な消費と生産グループ 

SDplanNet-AP  アジア太平洋における総合的なプランニングと持続可能な開発戦略のため 

   のネットワーク 

SMEs   中小企業 

TEMM   日中韓三カ国環境大臣会合 

TERI   エネルギー資源研究所 

UN   国際連合、国連 

UNCRD   国際連合地域開発センター 

UNEP   国際連合環境計画 

UNESCAP  国連アジア太平洋経済社会委員会 

UNESCO   国際連合教育科学文化機関 
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UNFCCC  気候変動枠組条約 

USAID   米国国際開発庁 

WEPA   アジア水環境パートナーシップ 

WMR   IGES 廃棄物・資源プロジェクト 
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I. 全体的文脈 

 

(I) はじめに 

提案されている「IGES 第 5 期統合的戦略研究計画」案は、IGES 理事・評議員による基本方針を敷衍し、

また、理事・評議員から寄せられたコメントを土台として、IGES 所内における集中的な討議を経て作成さ

れたものである。 

 

2009 年 2 月の IGES 理事会・評議員会において、「第 5 期統合的戦略研究プログラムの基本的な方向に

ついて」が議論された。2009 年 2 月の理事会・評議員会に提出された文書は、2008 年 11 月に葉山で開

催された IGES 全体会合（All IGES Meeting）、また、2009 年 1 月に東京で開催された IGES アドバイザリ

ー会合での議論を踏まえて作成されたものである。2009 年（2 月）の理事会・評議員会の後、2009 年 4 月

2 日に再度、IGES 全体会合が葉山で開催された。この全体会合では、2009 年 2 月の理事会・評議員会

でのコメントを受け、IGES 職員による集中討議が、全体討論とグループ討論の形で行われた。その後、

2009 年 6 月の理事会に向けて、「IGES 第 5 期統合的戦略研究プログラム（ISRP）の研究課題について」

（ゼロドラフト）が作成された。 

 

2009 年の夏には、具体的な研究プロジェクト、及びその他関連の活動を深化、明確化するため、IGES 内

で連続的な会合が開催され、その後、より詳細な「IGES 第 5 期統合的戦略研究プログラム（ISRP）の研究

課題について」が作成された。この案はこれらの会合で寄せられたたくさんの指摘を踏まえ、2 度の修正を

加えたものである。2009 年 9 月及び 10 月には、その時点での研究課題の案に沿った形で、また、潜在的

な協力機関の協議に基づいて、追加的な外部資金の獲得のためにいくつかのプロポーザルが作成され

た。この過程で、草案にあったいくつかの研究プロジェクトは、IGES が第 5 期に取り組むには時期尚早と

判断されたため、保留とされた。 

 

2009 年 11 月に ISRP の第一案が作成され、理事・評議員に送致され、11 月末に理事・評議員からのコメ

ントを得た。さらに、2009 年 12 月末、ISRP 策定プロセスと平行して提出されていたプロポーザルの予算に

一定の目途がついた。よって、2010 年 2 月の IGES 理事会・評議員会に提出される 終案は、2009 年 11

月に理事・評議員から寄せられたコメントを反映し、また、各研究プロジェクト及びその他の活動に割り当

てられる予算見込みを考慮したものになっている。 

 

（II） 第 4 期の主な成果 

はじめに 

2009 年 11 月末、IGES は政府の行政刷新会議の下で行われた事業仕分けの対象となった。IGES の 近

の実績は全般的に肯定的にとらえられたが、より効率的な運営を行うよう、一層の努力が必要だと結論付

けられた。特に IGES が研究成果に基づき多様な政策過程に関与し、影響を及ぼしていることの重要性が

評価された。また、持続可能性に関わる課題に取り組むために、IGES が国際・地域社会において果たし

てきた役割の重要性が確認された。 
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全体的な実績 

IGES は第 4 期に、様々なレベルで好影響を及ぼすための取組みを強化した。国際レベルでは、例えば、

気候変動に関する政府間パネルインベントリータスクフォース技術支援ユニット（ IPCC-TSU）が「2006年

IPCC 国別温室効果ガスインベントリー」を作成し、IPCC の全体会合で高く評価された。また、低炭素社

会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）の国際事務局として、先進国だけではなく途上国においても、低炭

素社会の促進に関する研究を推進する活動を始めた。 

 

地域レベルでは、IGES が科学的な活動の中心となっているアジア太平洋 3R フォーラムが、同地域にお

ける 3R の普及啓発、及びその推進活動に大きく貢献した。同じような効果が、例えば「アジア太平洋適応

ネットワーク」や「アジア太平洋地下水知識ハブ」など、IGES が重要な役割を担っている新しい地域ネット

ワークを通して得られることが期待される。 

 

国レベルでは、東南アジアの数カ国において、3R 国別戦略の策定を支援した。また、FC によって策定さ

れた「加工・流通過程の管理認証（CoC 認証）ガイドライン」が、汎 ASEAN 森林認証イニシアティブのメン

バー国によって承認された。さらに、IGES は独立行政法人国際協力機構（JICA）からの受託で、インドネ

シア気候変動プログラムローンを促進する主務機関を務めており、本件に関与する IGES 研究員によるイ

ンプットが政府や関連する国際機関によって考慮される気候変動政策アクションの暫定リストの中に取り

入れられている。 

 

ローカルレベルでは、例えば、北九州イニシアティブの一環として、インドネシアのスラバヤ市で家庭レベ

ルのコンポスト化の促進に成功した（詳細は 近の IGES ポリシーブリーフを参照）。この活動は、現在イン

ドネシアの他の都市及び東南アジア諸国に広がっている。北九州イニシアティブのような国境を越えた都

市間ネットワークは、優良事例を普及させるのに効果的であることが証明されており、同様の都市間協力

アプローチが他のアジアの都市に移転されている。 

 

IGES がネットワーキングや政策過程により深く関わることで、また同時にそれに関係する研究プロジェクト

を始めることで、外部資金がかなり増加した。図 1 は、外部資金の急激な伸びを示している。2008 年度に

は、外部資金の総額は約 11 億円に達し、IGES コアファンドの 2 倍となった。この増加傾向は継続しており、

2009 年度には、推定で 13 億円強となった。コアファンドによる活動と外部資金による活動は強く連携して

いるため、コアファンドがその 2 倍の外部資金を引き込んだと理解することができる。 

 

同時に、資金源が多様化していることを指摘することができる。第 4 期においては、研究資金の伸びが顕

著であるが、これは他の大学や研究機関と共同でプロポーザルを作成することで可能となったものである。

同時に環境省以外の資金源から獲得された資金も大きく増加している。他省庁や資金供与団体からの

外部資金も、幾つか確保できてきている。第三の点として、総額はまだ限定されているものであるが、国際

機関や資金供与団体からの外部資金の顕著な伸びを指摘することができる。これについては、APN から

の資金確保につながったものなどもあるが、こうした資金については信頼の構築が重要な鍵となってい

る。 

 



8 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

FY2006 FY2007 FY2008 FY2009

 

図 1： 受託事業収益の推移 （単位：百万円） 

 

過去数年における研究成果に関しては、安定した伸びが見られる。研究報告書や政策決定者向けの文

書数は、IGES の 3 年の研究周期に伴う変動にも関わらず、両方とも増加している（表 1 を参照）。第 4 期

が終了しさらに多くの研究成果が予想されることから、2009 年度及び 2010 年度にはより多くの文書が作

成されることが見込まれる。表 1 からはまた、2008 年度における発表件数にかなりの増加が見て取れる。

これは、IGES がネットワーキングやその他の政策過程に、より実質的に関与していることを示している。 

 

表 1： IGES のアウトプット – 過去 5 年感の傾向 

 

  FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 

学術論文の数 36  22  43  41  88  

政策ペーパーの数 34  54  47  37  131  

国際会議でのプレゼンテーションの数 81  68  92  70  142  

IGES が開催した国際会議の数 94  96  63  59  67  

 

IGES の全体的な実績は、IGES のウェブサイトへのアクセス数を指標としても捉えることができる。図 2 から

は、IGES ウェブサイトへのアクセス数が過去 5 年間で安定して増加していることが見てとれる。IGES のホ

ームページの訪問者の大部分は、CDM データベース、APFED データベース、そして IGES EnviroScope

など、IGES のデータベースにアクセスしている傾向を強調しておく必要がある。上述した人気のあるデー

タベースは、IGES の重要な財産といえる。 
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図 2：IGES ウェブサイトの IGES データベース及び出版物のダウンロード数 

 

気候政策プロジェクト（CP） 

アジア太平洋地域が抱える懸念と発展への期待を反映した将来の気候変動枠組みの構築に貢献する、

という視点から、CP は第 4 期に一連の政策対話を実施し、IPCC-TSU 及び森林保全プロジェクトと共に、

「2013 年以降の気候変動枠組み」に関する報告書、そして 10 冊の「2013 年以降の気候変動枠組みに関

する IGES ブリーフィング・ノート」を発行した。書籍では、「地球温暖化対策と資金調達 地球環境税を中

心に」を出版し、これ以外の 2 冊、「アジアにおける低炭素・気候変動に強い経済への移行」と「アジアに

おける低炭素交通：コベネフィットの 大化のための戦略」も近日刊行の予定である。また、IGES 白書 II

の 3 つの章と IGES 白書 III の 1 章を執筆した。CP は、国際機関への助言活動も行った。例えば、「適応

メトリクスに関するスコーピング報告書」を世界銀行に提出し、「東南アジアにおける ADB ミニ・スターン・レ

ビュー」の 2 つの章を執筆した。また、査読付き論文、査読なし論文を複数の雑誌に発表した。 

 

主要な政策プロセスへの影響力としては、気候レジームの将来に関するアジア太平洋対話や、CP が主

要な役割を担った気候変動に関する日米ワークショップでの貢献をあげることができる。そのほか、気候

変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）の下での国際交渉や、将来の気候レジームに関する環境

省のワーキンググループなどに貢献し、また、「アジア・コベネフィット・フォーラム」や「アジア太平洋適応

ネットワーク」の設立に関与した。 

 

気候変動領域市場メカニズムプロジェクト（MM） 

第 4 期、MM は、クリーン開発メカニズム（CDM）のための実践的な手引書や、CDM 及び共同実施（JI）の

ための数々のデータベース、また CDM 関連のブックレットや表計算ソフトを作成した。これらは全て、第 4

期になって初めて作成されている。CDM 及び JI 関連の 10 のデータベースには、適正に選別・分析され

た多種多様な情報が含まれている。IGES は、このようなデータベースを持つ世界でも唯一の機関であり、

また関連データベースの開発に協力するために、UNFCCC 事務局と覚書を締結している 2 つの機関のう

ちのひとつである。IGES のウェブサイトからダウンロードされた MM による出版物は、上記図 2 に示されて
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いる通り、約 10 万件に登る。 

 

主要な政策プロセスへの影響力としては、後発開発途上国における CDM 事業に関する国連の登録プロ

セスの改善を求めて、CDM 理事会に CDM 改革に関する提案書を提出し、CDM 規則が実際に変更され

るにあたり当該提案が取り入れられたこと、また、第 4 期に 100 以上の CDM 事業の形成に関与し、そのう

ちの 4 事業について日本政府と温室効果ガス排出削減量購入協定（ERPAs）を結ぶこととなったこと、が

挙げられる。 

 

森林保全プロジェクト（FC） 

FC は、第 4 期に策定した 6 つの研究コンポーネントに沿って研究活動を実施したが、いくつか修正を行

った。「貧困層が違法及び／または破壊的な森林活動を行ってきた地域における代替的な生計手段の

創出に関する研究」に代わり、「途上国における森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減に関する

研究（REDD）」を実施した。また、「加工・流通過程の管理認証（CoC 認証）ガイドライン」の策定作業を受

託した。また、以下についての出版物を発行した：アジア農村部における植林モデル、パプアニューギニ

ア・インドネシア・ラオスにおける森林認証イニシアティブ、合法で持続可能な木材の公共調達政策、グロ

ーバル REDD メカニズム策定に向けた進展、国別 REDD 戦略及び実証活動、違法な木材貿易阻止に向

けた税関間の協力。さらに、特に REDD や違法伐採に関して地域内外で開催されたワークショップにお

いて、運営、ファシリテーション、発表を通して貢献した。 

 

主要な政策プロセスへの影響力としては、FC が策定した CoC ガイドラインが、汎 ASEAN 森林認証イニシ

アティブのメンバー国によって承認された。さらに、「違法な木材貿易阻止に向けた税関間の協力の促

進」に関する報告書の発表が、バンコクで開催された専門家会合で好意的に受け止められた。今後進展

の可能性のある活動は、TRAFFIC インターナショナルやネーチャーコンサーバンシー、その他の戦略パ

ートナーと共に第 5 期にフォローアップする。FC はまた、REDD 能力向上ワークショップを 2009 年度に 4

回開催する。これらのワークショップは、REDD 国別戦略の構築及び実証活動のため、インドネシア、パプ

アニューギニア、カンボジア、そしてベトナムの鍵となる個人の能力向上を目指している。 

 

淡水プロジェクト（FW） 

FW の第 4 期の活動は、以下のコンポーネントで構成される：1）地下水質管理のための研究、2）環境省よ

り受託した日中水環境パートナーシップ事業（中国の水環境管理強化のための日中共同研究

（WEMAC））、3）環境省より受託したアジア水環境パートナーシップ（WEPA）。 

 

これらの活動は大体において当初の予定通りに実施されたが、地下水質に関する詳細研究は主に人員

不足が原因で遅れており、現在も継続中である。しかし、過去の研究実績により、アジア太平洋水ナレッ

ジハブネットワークの地下水に関するナレッジハブとなることができた。これは、IGES が第 5 期にアジアに

おいて地下水関連の研究を継続する際に有益となる。中国における研究に関しては、当初の予定に比し

て活動範囲が拡大した。FWは、特に中国のカウンターパートとの対話を促進することを通じて、実証研究

の実施やワークショップの開催において貢献した。また、一連のワークショップの開催など、WEPA の事務

局としての役割も担った。ワークショップの結果は、WEPA データベースを通して公開される。FW は、
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WEPA の第 2 期の活動計画の策定にも貢献している。 

 

廃棄物・資源プロジェクト（WMR） 

第 4 期には、WMR は廃棄物管理と資源効率の分野において、戦略的な研究機関としての IGES の対外

的な評価を向上させることができた。また、同分野の研究で、複数の出版物を発行した。例えば、アジア

開発銀行（ADB）と IGES が共同出版した「アジア太平洋経済の資源効率化に向けて」や、国連環境計画

（UNEP）の報告書「資源効率性：経済と見通し」の作成などに貢献している。また、報告書「東アジアにお

ける拡大生産者責任（EPR）に関する政策－国際的資源循環を考慮して」の編集・部分執筆を行い、アジ

アの途上国における廃電気電子機器処理の危険性や、有機性廃棄物管理の改善による温室効果ガス

排出削減のコベネフィットなどの、3R に関する報告書も作成した。加えて、途上国における物質循環

（MFA）のデータ入手可能性、アジアにおける廃棄物発生のための地域経済統合の影響、中古電子機器

の国際貿易、より安全な廃電気電子機器の再生利用のための政策アプローチ等に関する出版物を発行

した。研究結果は、学術誌や書籍への掲載、学術会議や多数のワークショップにおいて発表した。 

 

WMR は、研究結果をインプットすることができる複数の政策イニシアティブに関与している。例えば、継続

的に G8 の 3R イニシアティブに関わっており、ハイレベル会合を数回開催し、また積極的に参加した。

IGES は 2009 年のアジア 3R 推進フォーラムの設立メンバーの一つであり、WMR は国際共同研究のコー

ディネーターとして同フォーラムに貢献している。 

 

また、WMR の研究員が、東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）の 3R ワーキンググループのメンバ

ーに任命された。3R の温室効果ガス排出削減のコベネフィットに関する研究は、アジア 3R 推進フォーラ

ムのコベネフィットに関する研究と連携することになった。化学物質管理の分野では、日中韓三カ国環境

大臣会合（TEMM）に関連する 2 つの東アジア地域ワークショップを開催し、国際的な化学物質管理のた

めの戦略的アプローチ（SAICM）に積極的に関与することとなった。 

 

SAICM に関連して、WMR の研究員は、UNEP 主導による製品中の化学物質に関する事業の推進グルー

プのメンバーとなった。リサイクルの情報共有システム（RISS）事業の下での研究を通して、IGES は製品中

の化学物質に関する専門性を備えるようになり、現在では SAICM に関与することで国際的な政策過程に

貢献することが可能となった。 

 

能力開発と教育プロジェクト（CDE） 

CDE プロジェクトは、3 つの分野で研究を実施した。 

(1) 北東アジア（NEA）における持続可能な開発のための教育（ESD） 

2008 年、中国での詳細な事例研究を含む、北東アジアにおける持続可能な開発のための教育政策に関

する研究を実施した（政策レポート 1 つ）。2009 年には研究の範囲を縮小し、北東アジアにおける持続可

能な消費のための教育（ESD）に関する研究を実施した（期待される成果：政策レポート 1 つとポリシーブリ

ーフ 1 つ）。ESD に関するワークショップでは、この分野における政府のリーダーシップを強めるための、

ESD 地域ネットワークを構築する案が持ち上がった。 
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(2) 高等教育（HE）における能力開発（CD） 

当初は「ステークホルダーのエンパワメント、パートナーシップ形成と能力開発」として計画されており、環

境省請負事業において研究を実施した。成果として、以下の 2 つがあげられる：1）マルチステークホルダ

ー・コンソーシアムの構築など、高等教育における環境能力開発のための政策過程への関与、2）環境人

材の効果的な育成方法を特定するための研究。6 つの報告書と 2 つの雑誌掲載論文を発行した。 

 

(3) 東南アジアにおける持続可能な開発のための教育の実践／実施 

毎年行われている政策対話を実施し、ここに ASEAN の政府関係者や UNEP、国際連合教育科学文化機

関（UNESCO）の代表者が出席した。2008 年と 2009 年には、ESD プログラムに関する詳細な事例研究を

実施した。その結果を受けて、いかに ESD を実践していくか、特に ESD がどのように貧困削減や持続可

能な生活、気候変動への適応戦略を支援できるかについての提案を行った（研究レポート 2 つと対話サ

マリー1 つ）。 

 

バイオ燃料プロジェクト（BF） 

バイオ燃料プロジェクトは 3 年のプロジェクトであり、第 5 期の 1 年目に終了する。2 つの査読付き論文、

IGES 白書 II の 1 章、複数の査読なし論文を発行した。また、政策立案者や学者から高校生まで、幅広い

対象者に向けた発信を行った。政策立案者やステークホルダー向けのワークショップを、インドネシアの

ジャカルタ、インドのムンバイのインディラ・ガンディー開発研究機関、そして 2009 年の第 1 回 ISAP にお

いてそれぞれ開催した。 

 

今後インドネシアで行う現地調査では、インドネシア政府の現在の関心事項である「エネルギー自給村プ

ログラム」に焦点を当てる。また、2 つのバイオ燃料作物に関して、インドネシアとインドの間に始まった南

南技術交流を取り持った。本プロジェクトの研究員は、持続可能なバイオ燃料生産の任意の世界規格を

策定するための主要なグローバルマルチステークホルダーイニシアティブのひとつである、持続可能なバ

イオ燃料に関するラウンドテーブル（RSB）に参加している。また、アジア開発銀行、貿易と持続可能な開

発国際センター（ICTSD）、持続可能な資源管理のためのアジア地域セミナーなど、多様な機関から発表

を依頼された（外部資金）。 

 

PMO 

IGES のネットワーキングと戦略的オペレーションは、第 4 期にますます進展した。IGES は、実際の国際的

な政策過程に向け、具体的なインプットを効果的に行った。主な政策過程には、2008 年に神戸で開催さ

れた G8 環境大臣会合や、気候変動対策プログラムローンに関するアドバイザリー及びモニタリング調査

などがある。前者に関しては、IGES が作成した気候変動、3R、生物多様性に関するディスカッションペー

パーが、G8やアウトリーチ国の環境大臣の間で行われた議論で使用された。後者に関しては、IGESの各

プロジェクトの研究者が総合的な分析レポートを作成し、インドネシア政府、日本政府、フランス政府、世

界銀行が検討する気候変動政策行動の暫定リストの策定に貢献した。 

 

IGES は、アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）第 2 フェーズの運営に携わった。毎年開催される政

策対話を基に、気候変動、3R、生物多様性に関する政策ペーパーを作成した。特に優れた優良事例に
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は、表彰やパイロット・プロジェクトの実施という形で支援を行った。現在、APFED 第 2 フェーズの 終報

告書が作成されている。また、PMO は、アジア環境法執行ネットワーク（AECEN）のツイニング・プログラム

のスキームのもとで、政策対話及び二国間協力事業を支援している。さらにアジア・ヨーロッパ環境フォー

ラム（ENVForum）のマルチステークホルダー政策対話にも協力している。IGES は、他のネットワークにも

率先して関与することになっている。PMO は、特に分野横断的なテーマに関して、IGES が主要な政策ネ

ットワークと接点を持てるように取り持つ役割を果たしている。 

 

経済分析チーム（PMO-EA） 

2008 年 6 月の発足当初より、EA は定量分析を行ってきた。東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）

の「東アジアにおける持続可能な発展政策のメインストリーム化」に関する研究プロジェクトを実施し、また

貿易に体化した排出量に関して、IGES 戦略基金による研究を行った。また、持続可能な発展のためのバ

イオ燃料利用戦略（BforSD）に関する研究など、3 つのプロジェクトに参加し、実質的な貢献を果たした。 

 

第 4 期中の 2 年以内で EA は下記の成果を出し、出版物の発行や国際会議の開催を通して、広く影響を

与えた。 

 持続可能な開発に関する ERIA のプロジェクトのために、政策レポート 1 つ、政策レビュー1 つを作成

し、3 つの国際会議を開催した。 

 脱温暖化（LCS）2050 に関する国際シンポジウムを開催し、一般聴衆のみならず、学術的にも高い評

価を得た。 

 貿易に体化した排出量に関する研究に関して、査読付き論文 1 つを発表し、書籍の 1 章を執筆（レ

ビュー中）、3 つの学会で発表した。 

 国境横断型のエネルギーインフラ投資に関して書籍の 1 章を執筆した。 

 東アジアの地域経済統合における統合的政策評価に関して、IGES ワーキングペーパーを発表し、

学会で発表した。 

 

政策ガバナンスチーム（PMO-PG） 

（ローカルイニシアティブ） 

持続可能な社会の構築に向けた都市・地方イニシアティブの推進に関するスタディは、環境分野での効

果的な国際都市間連携プログラムを構築する、その鍵となる要素を検証することを企図している。IGES は、

フィリピン、タイ、インドネシアにおける気候変動防止都市（CCP）プログラムにおける実践普及と適応プロ

セスに関して、また日本とアジアの都市間の低炭素開発パートナーシップの構築促進に関して、複数の

スタディレポートを作成した。また IGES は、持続可能な都市に向けた国際プラットフォームの効果的な利

用に関して、川崎市で開催された第 6 回アジア太平洋エコビジネスフォーラムの国際ワークショップで提

案を行った。 

 

（北東アジア地域における環境管理） 

このプロジェクトは、第 6 回日中韓環境大臣会合（TEMM）で提案された、日本、中国、韓国の 3 つの研究

機関による共同研究プロジェクトである。同地域における環境協力メカニズムの現状を評価し、地域間連

携の更なる強化について提言を行った。本研究の成果は、2008 年度に開催された TEMM で言及された。
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特に、サマリーが第 10 回 TEMM の準備過程で発表された。政策決定者向けの 終報告書とサマリーは、

第 10 回 TEMM（2008 年 12 月済州島）で発表された。共同研究の重要性は、TEMM と共同コミュニケで

言及された。本共同プロジェクトの成果は、韓国の環境大臣によって発表された TEMM の今後の方向性

に関する提案書の作成のための参考文献のひとつとして取り入れられた。 

 

（越境大気汚染） 

IGES 白書 II の 1 章、北京オリンピック期間中の大気質管理に関する報告書といった事例研究対象国の

パートナーによる文書など、いくつかのペーパーと報告書を発行した。また、2009 年に開催された地球環

境変化の人間・社会的側面に関するアムステルダム会議等において、複数の発表を行った。また、専門

家ワークショップを 2 回開催した。本プロジェクトは発足して間もないため、主要な政策過程へのインプット

はまだ行っていない。 

 

関西研究センター 

（企業環境管理【CEM】） 

インド、中国、タイの研究パートナーと協議・連携してアンケート調査やインタビューを実施し、企業レベル

で実施される環境管理の促進・阻害要因への理解を深め、優良事例と各種事例の収集と評価を行った。

また、環境情報開示や環境サプライチェーン管理手法の評価も実施した。成果として、複数の査読付論

文を発行した。 

 

（環境調和型産業クラスター【EIC】） 

インドネシア、中国、スリランカのパートナー機関と連携して、環境調和型産業クラスターの環境・経済・社

会便益の評価を行うとともに、地元企業、政策担当者及び地域団体等のステークホルダーとの協議や現

地調査を行った。その成果は、IGES の研究報告書及びポリシーブリーフとしてまとめられ、出版された。 

 

（ローカル・ビジネス・イニシアティブ【LBI】） 

家庭部門における省エネ診断を行う「うちエコ診断事業」を実施した。実施可能性報告書を作成し、行政

へのインプットを行った結果、兵庫県等において事業化された。並行して、大企業と中小企業（SME）間の

協力による二酸化炭素の削減手法を調査する「CO2 削減協力事業」を、兵庫県や関西企業等との連携

の下で実施した。 

 

（インドにおける低炭素技術の適用促進に関する研究【JST/JICA, JEF】） 

関西研究センターとエネルギー資源研究所（TERI）は、国際協力機構(JICA)と科学技術振興機構(JST)

の共同事業による研究を開始する予定である。このため、2009 年 11 月にインド政府環境森林省(MOEF)、

JICA、TERI 及び IGES の４者が研究実施のための議事録に署名した。研究フォーカスは、中小企業の省

エネ・新エネルギー技術となる。 

 

北九州オフィス 

北九州イニシアティブ（KI）の第一の目的は、優良事例を、都市間ネットワークを通して他都市へ移転する

ことである。これは、スラバヤ市で実施された住民主体の廃棄物管理モデル、特に家庭でのコンポスト化
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活動に関して実証された。この活動は、インドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、ネパールの多くの都

市へと移転されている。北九州や JICA 等の支援の下、9 つのワークショップと研修を現地政府と共同して

4 カ国で実施し、100 カ国以上の都市や自治体から 1000 人以上の参加を得た。IGES と北九州市によっ

て始められたインドネシアの 5 つの都市における家庭のコンポスト化活動は、JICA の技術支援事業として

発展することとなった。本事例は、IGES のポリシーブリーフとしてまとめられ、KI プログラムの主要な成果

及び KI 終報告書の主要な着眼点となった。 

 

バンコク事務所 

バンコク事務所は、環境パフォーマンス評価及び持続可能な開発計画に焦点をおいて、拡大メコン準地

域の中核的環境プログラムへ貢献した。国際持続可能開発研究所（IISD）からの委託により、アジア太平

洋における総合的なプランニングと持続可能な開発戦略のためのネットワーク（SDplanNet-AP）を構築し

た。また、ネットワーク上での研修活動を行い、ネットワーク上でコミュニケーションが取れるウェブサイトを

作成し、 初の年次会議をバンコクで開催した。バンコク事務所はまた、気候変動適応ネットワークを立

ち上げる UNEP への支援を行ったが、このネットワークには環境省とアジア開発銀行（ADB）からの助成が

期待されている。地域ネットワークの事務局としての役割が増加している中で、バンコク事務所は、アジア

環境法執行ネットワーク（AECEN）の事務局としても認識されてきており、米国国際開発庁（USAID）、

ADB、世界銀行から資金を獲得する可能性もある。 

 

北京事務所 

北京事務所は、特にFWプロジェクトとMMプロジェクトとの協力により、(i) 中国の水環境管理を強化する

ための日中共同研究、(ii) 日中水環境パートナーシップ事業（農村地域等における分散型排水処理モ

デル事業）、そして (iii) 日中 CDM 協力プログラムを実施した。また、(iv) 環境分野における日中政策対

話と、コベネフィットパイロット事業及び日中循環型都市間協力事業の一部である共同調査研究に参画し

た。(i) の研究成果は水環境パートナーシップ事業として発展し、(ii) は、中国第 12 次 5 ヵ年計画に組み

込まれる予定である。CDM 協力プログラムは、日本政府による CER の直接購入に結実した。これらの活

動により、2009 年 6 月、IGES は日中の両政府により、二国間環境協力プラットフォームとして任命された。 

 

II. 統合的研究計画 

 

(I) 全般的な研究の展望 

アジアの国々は中国やインドなどが急速に成長を遂げ、今やアジアは世界の成長センターとなっている。

近年の経済危機にも関わらず、世界経済にアジアが占める割合は今後更に拡大していくであろう。将来

の気候枠組みに関する国際交渉にもこの点が反映されており、発展途上国における緩和策の強化、特

に温室効果ガス排出量の大きいアジアの国々における緩和策の実施が重要であると考えられている。 

 

アジアが重要な役割を果たすのは気候変動問題だけではなく、他の地球環境問題についても同様であ

る。アジアでは様々な再生不可能な資源の需要が急増しており、例えば中国は廃金属や廃棄製品の

大の輸入国でありそれらを原料として使用している。林産物のような再生可能な自然資源の需要も増大し

ている。インドネシアのような国々での森林破壊は、これまでの改善努力にもかかわらず、相変わらず深
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刻な課題である。エコロジカル・フットプリントの観点から見てみると、ほとんどのアジアの国々はその環境

収容能力を超えてしまっている。自然資本は持続可能な成長のための重要な基盤であるが、アジア各国

が人口増加率を上回る経済成長を渇望していることを考えると、西欧をモデルとした経済発展はアジアで

は適用困難であることは明らかである。 

持続可能な開発の原則に則った新たな発展の道筋がすぐにも必要である。アジアは、エネルギーのみな

らず循環型の資源利用についても、自然資本を増強し、再生不可能な資源に代えて再生可能な資源を

使用するなど、生態学的な法則や生態的関係に基づいた新たな発展のパラダイムにシフトする必要があ

る。 

アジアのみならず全世界的にこれをどのように達成するか、これが IGES が第 5 期に全体で取り組むべき

主要な課題である。そのためには、以下の点について考慮する必要がある。 

 

(i) 貧困削減：  アジアの多くの国々において、急速な経済成長により貧困はかなり削減されてきている。

しかし域内のほとんどの国において貧困はまだ 大の課題である。貧困対策として経済成長を続ける必

要があるが、それは持続不可能な成長であってはならない。持続可能な開発を支持する立場からは、貧

困削減は、環境の持続性を保証する戦略、政策、対策と一体化されている必要があると主張する傾向が

ある。しかし、そのような両方に利益をもたらす関係はある一定の場合のみ存在し得るものであり、時には、

貧困削減と環境保全という困難な選択やトレードオフを行わざるを得ないことを自覚することが重要である。

もちろん、それにはまず、すべての可能性を精査しなければならないことは言うまでもない。一般論として、

貧しい人々のほうがより直接的に自然資源に依存した生活を営んでいるが、多くの既存の政策はそのよう

な依存関係を考慮しておらず、貧者が享受している生態的サービスを過小評価している。貧困と自然資

源の劣化の関係を考えるにあたり、アジアの多くの国々では経済、環境を統合的に見た開発計画を導入

してきたが、今後も更なる対策が必要である。 

 

(ii) アジアの多様性：  確かにアジアの国々には共通した要素があり、それが地域の結びつきを強めて

いる。例えば、伝統的に自然を敬うこと、慎ましいライフスタイル、隣人との助け合いなどがそれにあたる。

これ以外にも、家族の強いきずな、共同体意識、自助を重んじる精神構造などが域内の多くの社会に深

く根付いており、持続可能な社会と矛盾しない新たなライフスタイルの創造に役立つものと考えられる。し

かし、このような共通性があるとはいえ、経済、社会、文化、宗教、政治体制のみならず自然資源に関して

も、世界の他の地域に比較してアジアは多様である。経済発展の恩恵を十分に享受している少数の国が

ある一方で、極度に貧しく政治的に不安定な国もある。このような多様な状況であれば、それぞれの国の

状態に適した政治的解決方法が求められるわけであり、実際、アジアの多岐にわたる環境問題に効く有

効な標準的な政策などはあり得ない。このようなアジアの特性をどのようにうまく組み合わせ、持続可能性

に関する政策課題の解決に活かしていくのかということは、IGES の研究のもう一つの焦点である。 

 

(iii) 地球レベルと地域レベルの統合：  1997 年のアジア金融危機に端を発し、アジア域内取引量が増

大したこともあり、東アジアの国々の経済やそれ以外の面での統合が徐々に進んできている。実際、経済

統合は様々な財やサービスの生産と消費についての、本地域の国々の相互依存関係を強固なものとし

てきている。上述のとおり、アジアの急速な経済成長により、生産に必要な自然資源の需要が増大してお

り、各国で自然資源の基盤が次第に脅かされてきている。環境資源、自然資源は、東アジアが経済成長
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を続けていく上で不可欠な重要な柱である。そこで、東アジア各国の環境大臣による実質的な議論がより

重要になってきており、すでに環境大臣会合は毎年開始されてきている。これに加え、今やアジア各国は、

気候変動に関する国際交渉や他の重要な環境に関する合意にも加わることが求められている。更に、

G20 は現時点で世界的に も重要な政策フォームとなる可能性が高いが、日本以外にも、中国、インド、

インドネシア、韓国といったアジアの主要国がメンバー国となっている。この歓迎すべき傾向を維持するた

めには、アジアは世界的な規範と慣行により深く組み込まれることが必要である。適切なガバナンス、透

明性の高い意思決定、ステークホルダーの関与、責任の公正な配分といった問題が、アジアの国々にと

ってますます重要になるであろう。 

 

(iv) アジアのダイナミズム：  アジアにおける経済発展パターンが真に持続可能なものに変化したときに

初めて、アジアは経済発展を持続することができるということが次第に認識されつつある。そして、このよう

な認識を、次第に多くのアジアの政策決定者が持つようになってきている。新たな政策を考えるに当たっ

ては、従来の、「追いつけ追い越せ」という考え方から、より主体的・積極的な思考への変質が求められる。

再生エネルギーや燃費の良い車両の振興策にも見られるように、革新的な環境政策が持続可能な経済

を刺激し雇用を創設するのである。中国、インド、タイ、インドネシアといった国々は、温室効果ガス

（GHG）の削減義務は負っていないが、すでに固定価格買い取り制（feed-in-tariffs）や再生可能エネル

ギーの使用を促進する他の先進的な政策を取り入れている。その結果、中国やインドといった国々のま

すます多くの企業が、再生可能エネルギー開発の分野で世界をリードしている。同時に、アジアは、マイ

クロファイナンスという革新的な金融メカニズムの発祥の地であり、貧しい人々への資金提供を行っている。

このようなアジアのダイナミズムを基盤として、中国、韓国、日本はグリーン・ニューディールを積極的に導

入し、経済刺激政策パッケージの一環として位置付けている。これらの取り組みを、環境的に健全な産業

の育成に成功しさえすれば環境コストが賢い投資となり得る、という信念が根底にある。アジアの国々は、

国際的に競争力のある将来性豊かな産業を創り出すための政策を率先して検討していく必要がある。 

 

(II) 用語の解説 

ここで、理解を明確にするため、この文書（統合的戦略計画）で使われる幾つかのキーワードについて定

義付けを行う。前段で IGES の組織構造についてのキーワードについて触れ、後段で IGES のオペレーシ

ョンについて触れる。 

 

IGES の組織構造に関するキーワードの定義は以下の通りである。 

IGES マネジメント（IGES Management）： IGES の執行部を指すもので、理事長（Chair of Board of 

Directors, President）、所長（President,）、副所長（Vice President）、事務局長（Secretary General）、プロ

グラムマネージングディレクター（Program Management Director：PMD）を含み、IGES 事務局とプログラ

ム・マネージメント・オフィス（PMO）の支援を受けて、理事および評議員のガイダンスのもと業務を行う。 

部署（Divisions）： 部署とは、すべての「グループ（group）」、「センター（centre）」、PMO を含む「オフィス

（office）」を包括するものである。 

PMO： プログラムマネージングディレクターをヘッドとするプログラム・マネージメント・オフィスを指し、全

所的な企画、調整、及び IGES プログラムの推進を担当する。  

グループ（Group）： IGES 本部内の一部署を指す。一つのグループは選択された特定のテーマについ
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て、研究及び関連するアクティビティーを担当する。 

サテライトオフィス（Satellite office）： IGES 本部外の IGES の部署、すなわち、センターとオフィスを指す。 

センター（Centre）： IGES 本部外の部署を指し、基本的にグループと同等の機能を有する。 

オフィス（Office）： IGES本部外の部署を指し、IGESのアクティビティーの具体的な機能を実施する。つま

り、事務局機能、ネットワーキング、連絡調整業務等が含まれ、IGES の研究成果から得られた知見を効果

的に使用する。  

IGES 連携機関（IGES Affiliated Organisation）： IPCC/TSU、JISE や APN が含まれており、IGES の全所

的な傘下に設置された政府間プログラムを指す。 

 

IGES のオペレーションに関するキーワードの定義は下記の通りである。 

プログラム（Programme）： IGES プログラムとして言及されるものは IGES の「統合的戦略研究プログラム」

のみであり、それぞれの期に準備される。 

オペレーション（Operation）： この文書におけるオペレーションとは、IGES のすべてのアクションを示すも

ので、スタディ（Study）、アクティビティー（Activity）を指し、また、事務業務及び他のアクションを包含す

る。  

研究（Research）： 研究とは IGES のオペレーションの核となるものであり、問題主導型、解決志向型、多

次元的かつ分野横断型のものを指す。 

スタディ（Study）： 特定の目的を有した、ひと固まりの研究の単位を指す。  

アクティビティー（Activity）： アクティビティーとは、IGES の研究でない業務である。アクティビティーは、

重要な政策イニシアティブへの関与、パートナーシップの構築、外部資金獲得、広報活動、及び他の事

務的な業務が含まれる。  

プロジェクト（Project）： プロジェクトとは、ある目的を達成するための業務のまとまりを示し、常に明確に

予算化されているものを指す。本文に添付されたすべてのプロポーザルは「プロジェクト」であり、これは

二つのカテゴリー、つまり、研究プロジェクトと研究でないプロジェクトに分けることができる。 

政策イニシアティブ（Policy initiative）： 政策イニシアティブはネットワーキングと関連する政策過程とを含

む。様々な政策イニシアティブに関与することは、IGES のアクティビティーのもう一つの柱である。IGES は

様々な国際的／地域的ネットワークや、関連の政策過程で重要な役割を果たしてきた。 

ネットワーキング（Networking）： ネットワーキングとは、原則として、共通の利益を有する会員間での情報

交換や他のアクティビティーを指す。ネットワーキングは関連の政策過程に影響力を与えるための、有効

な導線となりうる。  

政策過程（Policy Processes）： 政策過程とは、地方、国、準地域、地域、国際的な政治過程を意味し、そ

の中で政治的決定が公式に折衝され、また形成されるものである。 

 

(III) IGES 第 5 期における戦略的オペレーション 

IGES の研究は純粋な学問的研究ではなく、「戦略」研究と呼ばれているものである。では何が IGES の研

究を真に戦略的にするのであろうか。これは IGES にとって新しい問いではない。過去の IGES の経験は、

IGES の研究をより戦略的にする重要な要素を教えてくれる。次に述べる 4 つの要素、すなわち、「妥当性

（Relevance）」、「付加価値」、「影響力の生成」、そして「適切なリソースの分配」が本質的なものと看做さ

れる。故に、これらの 4 つの要素が、次期のすべてのプロポーザルにあてはめられるべきである。 
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第一に、IGES のスタディは「妥当（Relevance）」であるべきである。妥当であるとは、世界、特にアジア太平

洋が直面している、まさに顕在している、或いは起こりつつある問題を対象とすることである。また同時に、

IGES のスタディは効果的な政策と実践的な手段を提案することにより、本地域が直面している課題につ

いて解決志向型のものでなくてはならない。この意味で、IGES のスタディは、前章で提示した、「貧困削

減」、「アジアの多様性」、「地球レベルと地域レベルの統合」、「アジアのダイナミズム」といった研究の全

体像の広い文脈の中で捉えられるべき性質のものである。 

 

第二に、IGES のスタディは「付加価値のある」ものであるべきである。例えば、他の研究機関によって実施

されている、あるいは実施される予定のスタディを単に繰り返すのではなく、IGES は限られたリソースを重

要な、かつ現在未だ適切に扱われていないものに使うべきである。このようなリサーチギャップは、例えば、

(i) この地域における新しい国際的な政策概念を同定すること、(ii) 地域、国、地方に特徴的な事象を取

り上げていること、(iii) 適所（ニッチ）に焦点をあてていること、(iv) 分野横断的な案件に狙いをつけてい

ること、そして、(v) 異なる政策優先課題の間で相互作用が働いていることなどに注目することにより対応

される。また、IGES のスタディが IGES のコア・コンピタンスに関連付けられる場合には、付加価値が増大

すると考えられる。過去のスタディやアクティビティーを通じて、IGES は専門性を身に付けることができた

が、このような経験は今後の IGES のスタディにも 大限生かされるべきである。十分とは言えないまでも、

このような経験は前述のそれぞれの部署に蓄積してきた。IGES が対応しなければならない問題はより複

雑になり、またより分野横断的になっているので、IGES の所内の部署、また、IPCC/TSU、JISE 等との実

質的な連携を深めていくことが不可欠である。このような協力関係を構築することで、IGES は分野横断的

な問題をよりうまく取り扱うことができるようになり、伝統的な分野別の研究機関に比して IGES に比較優位

を与えることになる。従って、IGES の核となる専門分野を効果的に組み合わせることにより、IGES のスタデ

ィはより付加価値のある、またそれ故により戦略的なものとなる。IGES が専門性を有していない問題につ

いては、その問題により適切な専門性を有する他の研究機関によって取り扱われるのが適当であり、必要
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に応じて、そのような研究機関と連携を行うことで対応すべきである。 

 

第三に、IGES のスタディは効果的な影響力を生み出すものであるべきである。知的インプットそれ自体で、

いかに影響力を生み出すかということは難しい問いであるが、IGES は単に学術的な研究（スタディ）の出

版のみでは不十分だと考える。実際の政策立案プロセスに向けた研究成果を適用できる効果的な行動

が重要である。実際、IGES はこの地域におけるたくさんの重要な政策イニシアティブに関与してきた。

IGES は国際的／地域的なネットワークやフォーラムにおいて、事務局及び／または主導的な研究機関と

して重要な役割を果たしてきた。例として、アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）、北九州イニシア

ティブ、エコアジア、WEPA などが挙げられる。 近では、LCS-Rnet、SDplanNet、アジア適応ネットワーク

もこれに加わっている。IGES にとって重要なことは、IGES のスタディやアクティビティーにより創り出された

インパクトである。このような観点から、目に見えるインパクトを生み出す機会をより高めるためにこれらの

ネットワークとしっかりと連携し、実質的に関与することが重要であると考えられる。これらネットワークの生

み出すインパクトは、より広範な地球規模のフォーラムや政策プロセスに影響を与えるための基盤となる。

よって、IGES が重要な役割を果たすネットワークやフォーラムに関連する研究は、IGES の研究をよりイン

パクト志向に変え、それゆえ戦略的な研究と言うことができる。1.  

 

一つの重要な点として、成果の配信のスピードを挙げる。あらゆる政策プロセスには時間的制約がある。

機会はほんの一瞬である。時宜にかなった研究成果はより注目され、真の影響力が生まれる可能性がよ

り高まる。現在の時点で必要とされた研究を第 5 期の 3 年間を通じて実施し続けなければならないのであ

れば、途中で状況の急速な変化が起こることも考えられ、研究の 終成果はもはや妥当なものとならない

かもしれない。その上、もし各研究期の開始前にすべての研究が確定してしまっていたならば、新たな研

究課題には決して取り組むことができない。 近の例を引けば、多くの国で導入された経済刺激政策パッ

ケージやグリーン・ニューディールの評価に関する非常に大切な研究があり、第 4 期開始時点では予測

できなかったものである。IGES では 2008 年度に戦略基金の制度を導入したが、新しい、喫緊の問題を積

極的に取り上げるためには、今以上に柔軟な対応が必要であろう。一つの重要なポイントは、時宜にかな

った成果の配信には、職員の時間と資金を十分に確保することであり、これを以下に 後の点として挙げ

る。 

 

後に、職員の時間と資金の両方での、適切な資源の配分が挙げられる。不十分な人員配置と予算配

分は、結果的に IGES の成果物の質の低下をもたらすことになり、ひいてはこれが IGES への信頼性の低

下につながる。研究の質は関与する職員の数と使った金額によって単純に決まるのではもちろんないが、

過去に IGES はこの問いに十分な注意を払ってこなかった。この点について、すべてのプロポーザルは来

期に確保する職員の総数と外部資金を考慮したものである。来期の研究職員の総数は第 4 期と同じ 44

名である。また、外部資金を利用して短期雇用職員を引き続き雇用する予定である。このような外部資金

には関連するネットワーク活動のために充てられるものも含まれているが、これは、IGES にとって増加する

外部資金を確保することが重要になってきていることを示すものである。また、IGES にない専門性を有し

                                                        
1 ここで、IGES に対する、全球的なフォーラムやネットワークへの招待が増えていることを指摘すべきであ

る。2012 年、第 5 期の 終年には、持続性の問題について Rio+20 サミットの開催が予定されている。 
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ている他の研究機関と補完的な協力、協働関係を構築することも重要である。他の重要な研究機関と一

緒に外部資金に応募することで、こうした機関と協力、協働関係を構築することができる。 

 

この文書に添付されている具体的なプロポーザルは多岐に亙っており、実施にあたっては更なる精査が

必要である。プロポーザルのうち幾つかは現時点のスタディと確保可能な外部資金をもとに構成されてい

るが、他の幾つかのプロポーザルは新しく、現時点で外部資金がついていないものもある。前者は連続

性という面について評価できる半面、後者については、この地域の喫緊の問題により焦点をあてていると

いう点を評価することができる。第 5 期戦略は、故に、一気にすべて行うのではなく、順次実施していくこと

になる（フェーズドアプローチ）。幾つかのプロジェクトは現時点で「保留」としているが、これは、第 5 期が

はじまってすぐには開始しない、ということであり、更なる精査、また、外部資金の獲得を含む更なる準備

を行う必要がある。このスキームは、また、IGES の人員が限られていることからもやむを得ない措置である。

この文書にあるプロジェクトの幾つかは、次期フェーズの途中で終了する予定であり、こうしたプロジェクト

に従事している人材を新しいスタディやアクティビティーに充てることができると考えられる。結果として、

第 5 期に入ってすぐに実施するプロジェクトの数は 22 に減らされているが、第 5 期における、コアファンド

により雇用する IGES の常勤研究員の総数が 44 であることを考慮すると、平均して 2 名の研究員が一つ

の研究プロジェクトを担当する計算となる。 

 

(IV) IGES における研究の重点 

環境問題は多様であり、そのすべてをIGESがカバーすることはできない。そこで、IGESが扱うべき重要な

課題をいくつか選定する必要がある。IGES の研究の重点は、原則として、上述の基本的な研究の全体像

に即したものである必要があり、前章で述べた「妥当性」、「付加価値」、「影響力の生成」、そして「適切な

リソースの分配」をできる限り組み込んだ戦略的なものであるべきである。 

 

第一に、優先的な課題とは、現在および将来に亘り急速に展開し、アジア太平洋地域の発展途上国に

大きく影響するタイプのものである。このような観点から、(i)気候変動、(ii)3R を含む持続可能な消費と生

産、(iii)淡水分野を含む自然資源管理、の３つを選択することを提案する。IGES は長年、これら 3 つの広

範な分野に取り組んできており、付加価値のある戦略的な研究が実施できるだけの専門性をすでに培っ

てきている。 

 

第二に、IGES は重要な分析ツールを使いこなせる研究者グループが必要である。というのは、これまで

IGES が実施してきた多くの研究の中には、必ずしもしっかりとした方法論に基づいていない場合もあり、

今後の研究の質の向上にはしっかりとした分析ツールを用いることが必須である。それゆえ、(i)政策分析

及びガバナンス研究、(ii)経済分析及び統合モデル、を扱う 2 つのグループを提案する。これら 2 つのグ

ループは上述の 3 つの課題に基づくグループと相互に連携して研究を行うこととなる。更に、これらの 2 グ

ループは特定の課題に縛られないため、必要とあれば 3 つの課題ベースのグループで扱わない問題も

取り扱うことができる。これにより IGES は、域内で発生する新たな課題に取り組むために必要な柔軟さを、

少なくとも部分的に担保することができる。 

 

第三に、IGES の各事務所では、特定のステークホルダーに焦点を当てた研究を行うことになる。(i)関西
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研究センターは企業に、(ii)北九州アーバンセンターは地方自治体に、(iii)バンコク事務所は多国間の研

究協力に、そして(iv)北京事務所は中国との 2 国間の研究協力に、それぞれ焦点を当てていくことを提案

する。第 5 期においては、この二つのセンターは具体的な研究プロジェクトを有する。サテライトオフィスの

主だった機能はネットワーキングと協働であるが、各事務所がターゲットに設定する、特定のステークホル

ダーに関するクイックスタディーも、必要に応じて本部の 5 つの研究グループと連携して実施することが奨

励される。ここでも、IGES のすべての部署が建設的に連携していくことが期待される。 

 

以上に鑑み、第 5 期においては主たる 3 つのクラスターを提案する。すなわち、イシュー（研究課題）別ク

ラスター、分析手法（ディシプリン）別クラスター、そしてステークホルダー別クラスターである。イシュー別

クラスターでは、(i)気候変動、(ii)自然資源管理、(iii)持続可能な消費と生産の 3 グループの立ち上げが

提案される。分析手法（ディシプリン）別クラスターでは、(i)経済と環境、(ii)ガバナンスと能力の 2 つのグル

ープが提案される。ステークホルダー別クラスターのもとでの IGES の各事務所では、(i)関西研究センター

が主としてプライベートセクターを取り扱い、(ii)北九州アーバンセンターが自治体に焦点を当て、(iii)バン

コク事務所及び北京事務所では国際機関との連携によりそれぞれ多国間及び 2 国間の国際協力を扱う

ことを提案する。 

 

PMO は、引き続き全体調整やネットワーク作り、戦略的オペレーションを担当する。上述のとおり、新体制

においては 3 つの座標軸（イシュー（研究課題）別、分析手法（ディシプリン）別、ステークホルダー別）を

提案しており、その中でそれぞれのグループや事務所が位置付けられている。当然のことながら、研究面

でも研究以外のアクティビティーにおいても、重複が出てくることが考えられる。これを否定的に捉えるの

ではなく、より緊密な連携のための機会と考えるべきである。そうすれば、PMO による全体調整の下で、

必要な場合にはいつでも、IGES はより効果的、より効率的にオペレーションが行われるはずである。しか

しながら、すべてのグループがそれぞれの研究プロジェクトに 100％従事してしまうと、グループ間の連携

がうまく行かなくなる可能性がある。そこで、より強化されたメカニズムが PMO によって考案されるべきであ

り、それによって、より実質的な連携が可能になると考えられる。 

 

 

 

本提案は、現在の研究プロジェクトや進行中の研究の継続性及びそれら研究の中で蓄積された専門性

を考慮したものである。本部の 5 つの部門を「グループ」と呼ぶが、各グループ及び各事務所の研究の焦

点については、2010 年 2 月の理事会、評議員会において十分議論される。この文書に添付されたプロポ
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ーザルは、その時点で確保できている外部資金、職員の専門性及び域内の新たな課題についても検討

し、持続可能性に関する政策アジェンダの推進を目指す。 

 

 (V) イシュー別クラスター 

 

1. 気候変動 

本グループは低炭素で持続可能な発展を促進しながらも、いかにしてアジア途上諸国の基本的なニーズ

に対し適切に対応できるかを考察することに根本的な焦点を置いている。アジアの発展途上国が貧困及

びその他の社会・経済問題に未だ翻弄されている事実を踏まえながら、低炭素かつ持続可能な発展が

本地域の発展の中でどのように達成されうるかを検証する。 

 

途上国にとって COP15 (第 15 回締約国会議) における 大の成果はいかにして各国の事情にあった緩

和策が認知され資金的援助を得られるかということであった。詳細については今後の交渉でさらに練り上

げていく必要がある。COP15 に続く今後の国際交渉においては主要途上国がとった国ごとのポジション

への理解を深める必要性が高まっている。コペンハーゲン合意では、国際援助を求める緩和策は国際的

な評価、報告、そして検証（MRV）に委ねられているが、途上国が自国で資金を工面する緩和策につい

ては国ごとに国際的な審議と分析への報告がなされる国内の MRV に委ねられている。そのため途上国

の事情に見合った国別インベントリーの手法を取り入れた国内 MRV システムの改良、及び効果的な国際

MRV システムの構築もまた非常に重要となってくる。さらにコペンハーゲン協定への信頼性は先進諸国

が2020年までに1,000億ドルを動員するという資金的公約を遵守できるかどうかにかかっているといえる。

このことは市場ベースメカニズム（CDMを含む）と将来的に見込まれる資金メカニズムの改善に深く係わっ

ている。加えて域内の殆どの途上国がより差し迫った発展へのプライオリティーに直面した状況では気候

変動対策に対し及び腰になりがちではあるが、多くの気候変動対策は温室効果ガス(GHG)の緩和のみな

らず発展にとって追加的な便益をもたらすことができる。開発の副次的便益（コベネフィット）を認識、理解

することはこれら途上国がより積極的な緩和策をとるにあたり極めて重要である。 
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以上のことから本グループの具体的な焦点を以下に示す。 

(i) アジアにおける持続可能な低炭素型発展  

(ii) 2013 年以降の気候変動枠組み  

(iii) アジアの途上国のための効果的な市場メカニズム  

(iv) MRV（評価、報告、検証）システムの制度設計 (保留） 

(v) アジアにおけるコベネフィト・アプローチ 

 

COP15 を終え顕著に重要なトピックとなった MRV に関する 4 番目のプロジェクトについてはより周到な準

備と資金確保のため｢保留｣とする。効果的なプロジェクトの準備に向けて、IPCC/TSU や国立環境研究

所（NIES）との広範な連携の可能性を模索していくことが重要である。また、アジアにおけるコベネフィット

アプローチに関する研究の実施にあたっては、大気汚染などの公害防止と気候変動とのコベネフィット推

進のため具体的な技術マップの作成や、フィージビリティスタディを担当する関西研究センターを支援す

る。 

 

これら 5 つのプロジェクトの詳細を付属書１として添付する。加えて、低炭素型社会に向けたグローバル・

リサーチ・ネットワークの概要も同付属書内に添付した。 

(vi) 低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet） 

 

2. 自然資源管理 

本グループは第4期ですでに可動している2つのプロジェクト、すなわち森林保全と淡水プロジェクトの合

併を提案する。両プロジェクトは再生可能な自然資源を対象としているため、いくつか共通の関連事項が

ある。 も際立ったものとして、これらの自然資源が本来の持ち合わしている環境価値に対して不適切な

認識が存在するということである。例を挙げると、淡水は２つの異なった性質をもつ。ひとつは水の供給に

つきものの莫大なインフラ投資という人工的な資本、そしてもう一方は再生可能な自然資源である。殆ど
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の国で後者には前者に比べ十分な配慮がされておらず結果的に淡水本来の価値に見合った評価にな

っていない。炭素隔離や生物多様性など生態系によってもたらされる様々なサービス(生態系サービス)は

材木など林産物の実質的な価格には反映されていないため、過小評価は森林資源にとっても同様であ

る。そのため、この新たなグループは森林、淡水、その他の再生可能な自然資源の環境面での価値の認

識を高めることにより、これらの自然資源から生み出される生態系サービスを保全、強化することを目的と

した政策の考察を 重要課題とする。 

 

共通トピックの２つめとして気候変動適応策がある。気候変動は先進国よりも途上国で際立った影響を及

ぼし森林、淡水をはじめとする生態系に影響が及ぶとされている。こういった影響と関連事項は気候政策

プロジェクトが適応策に関するイシューを一手に引き受けている現状の体制より本グループが担当するこ

とによって、さらに効果的な検証が期待できる。究極的には適応策がどのような形で政策と関係セクター

による実践に組み込まれるかが鍵となる。そのため自然資源管理におけるセクター政策が本グループの

主要テーマとなる。 

  

この統合を提案する理由として 2 つの異なる専門性（森林と淡水）の組み合わせが IGES に潜在的な比較

優位性をもたらすということが挙げられる。森林や淡水資源分野を対象としている大規模な研究機関は数

多くあり IGES が対抗していくことは難しいと考えられる。全ての天然資源に関する政策を扱う研究機関の

数は少ないが 近の傾向といえる。そのためこの 2 つの分野の組み合わせは IGES に付加価値のある研

究を行う機会を提供することとなる。さらに専門性の組み合わせは現在 2 つのプロジェクトが行っている

個々の研究を総合したもの以上に分野を拡大することが期待できる。一例を挙げると農業は森林と淡水

管理のイシューに深く関係しているため農業と食糧問題は現体制よりむしろ本グループで対応する方が

適切である。 

 

本グループは自然資源、特に森林と淡水の持続的管理に対し効果的に働く政策と実践を研究することに

基本的な焦点をおく。これらの資源が益々枯渇するにつれ、このような研究に対する緊急性も高まってく

る。本グループは自然資源の活用と管理に影響を受ける、気候変動と生物多様性保全に代表される地

球規模の環境問題を研究することになる。2 つのプロジェクトが統合され、地方の生計や合法的かつ持続

性のある林産物、そして地下水管理に関して、コア・コンピタンス（IGES ならではの強み）が促進されること

が期待される。 
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上述をもとに本グループの具体的な焦点を以下に示す。 

(i) 生態系サービスへの支払い 

(ii) 気候変動適応策： 適応政策、適応メトリクス、相互便益のある適応オプションの特定 

(iii) REDD 及び木材流通を通じた森林保全 

(iv) 持続可能な開発のための地下水ガバナンス  

 

上記で提案されたプロジェクト全ては IGES 第 5 期の初年度から実施される。これら 4 つのプロジェクトの

詳細はレビューのため付属書２として添付する。 

 

「生態系サービスへの支払い」については、経済と環境グループとの共同プロジェクトとして実施すること

を特記しておく。また、このプロジェクトには JISE も参加することになっている。 

 

加えて、アジア水環境パートナーシップと、アジア太平洋地域適応ネットワークの概要も同付属書内に添

付した。 

(v) アジア水環境パートナーシップ 

(vi) アジア太平洋地域適応ネットワーク 

 

3. 持続可能な消費と生産 

大量生産、大量消費そして大量廃棄が本地域の自然資源の基盤を著しく揺るがしている。この関係に対

処するため中国、韓国、日本では近年新たな政策を少数打ち出しているものの、未だ十分とはいえない。

中国やアジアの途上諸国における電気・電子機器廃棄物 (E-waste) はより効果的な政策介入を要する

ことを示唆するよい例といえる。製品を対象にした統合的な方針、統合的な化学物質管理、そして３Ｒ等、

これらに関する政策がアジアの途上諸国の事情にいかに適合しているかを探るには各国の置かれた状

況に配慮しながら、より掘り下げた分析が必要となる。これらの政策の本質的な部分として、リサイクルや
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修理関連ビジネスの能力向上（キャパシティー・ビルディング）に、ごみ収集人やインフォーマル・セクタ－

に従事する人たちが全面的に係わっていくことが不可欠であることなどが指摘できる。加えて潜在性のあ

る新たな分野により多くの注目を注ぐ必要があるであろう。それは多くのアジア諸国で中流階級層が急激

に増大する中、重要性を増している持続性のある消費パターンを推進するための政策とアプローチであ

る。 

 

廃棄物管理と資源循環プロジェクト(WMR) が本グループの基盤となる。現在の WMR が行う研究は製品

ライフ・サイクルの中でも下流側（廃棄とリサイクル）にフォーカスしているものの、同時に上流側（生産、消

費、流通）に関連したイシュー、そして生産物に含まれる化学物質など、総合的な側面にも取り組んでい

る。こういったアプローチを継続しながらも消費と消費者思考の政策が担う役割に更なる重点を置いてい

く。 

 

 

 

上述をもとに本グループの具体的焦点を以下に示す。 

(i) アジアにおける持続可能な消費（保留） 

(ii) 持続可能な製品と物質循環のための化学物質管理 

(iii) アジアにおける持続可能な資源循環のためのガバナンス 

(iv) マルチベネフィットによる持続可能な廃棄物管理 

 

一番目に記したプロジェクト、持続可能な消費は保留となっている。このトピックについては IGES 白書 III

がメイントピックとして取り上げているため、現在包括的な業務が進捗している。そのためこのプロジェクト

は次の白書の完成を待って始めることが望ましい。その間、情報収集と分析、IGES の部署（例えば、ガバ

ナンスと能力グループ）や外部の関連する機関との将来的な連携の模索、外部資金の確保を含む準備

を進めていく。上記 4 つのプロジェクトの詳細を付属書３として添付する。 
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(VI) 分析手法（ディシプリン）別クラスター 

 

1. 経済と環境 

経済と環境グループ(EE)は国家及びアジア太平洋の地域レベルにおける持続可能な開発にむけた政策

の定量的評価を行うことを目的とする。IGESのイシュー別グループ（気候変動、自然資源管理、持続可能

な消費と生産）と連携しながら EE は経済発展と環境面両方の目的を相乗効果的に達成するための実践

的な解決法を政策決定者が策定することを支援していく。このことを実現するため、EE は応用一般均衡

(CGE)モデル、多地域間産業連関(MRIO)モデル, 適化モデル(Optimisation models), 計量経済モデ

ル(econometric models)等、定量分析ツールを基に異なるシナリオの政策オプションを分析する。 

 

これまで IGES にとって定量分析は必ずしも得意分野ではなかった。それは提案された政策やシナリオに

付随する定量的な経済関係を検証するための計量経済ツールを持たなかったためである。このことがこ

れまで IGES の研究を理解しづらく、また説得力とアピールにかけるものにしていた。問題が明らかになり

実行に移す必要性に同意が得られた段階で、問題に対し効果的に対処する特定の政策や戦略をどのよ

うに策定するかということが中心的論点となる。こういった分析では計量経済ツールが必須となる。これま

でと違い環境問題は抹消でも専門的なものでもない。気候変動が明白となり今日議論されている環境問

題を世界経済から切り離すことはできない。この認識が域内の表面化する環境問題に対応する新たな政

策や戦略を IGES が提案、評価する上で定量的経済分析をさらに重要なものにしている。 

 

 

 

上述をもとに本グループの具体的焦点を以下に示す。 

(i) 持続可能な開発に関する統合的政策評価 

(ii) 貿易に体化した排出量を中心とした貿易と環境  

(iii) 経済的手法及びグリーン投資によるグリーンな成長 
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提案されたこれら３つの研究についての詳細を付属書４として添付する。グリーン・グロースプロジェクトの

元での 3 つのコンポーネントのすべてが、3 つのイシュー・グループの共同作業となることに言及しておく。 

 

2. ガバナンスと能力 

国が正常なガバナンスと十分な実施能力を持たなければ、 高の政策といえども効果を発揮できないと

いう認識が高まっている。事実、多くの途上国が抱える も深刻な問題としてガバナンスの弱さと能力の

不足が挙げられる。しかし中国の環境管轄政府機関が省へと格上げされた例を見ても明らかなように、現

在は多くのアジア諸国が経済的にもそういった状況を脱し持続性のイシューをより優先させるようになって

きているため、国レベルでの環境ガバナンスは強化されつつあるといえる。また技術、金融、及びその他

の要素に関する能力も実質的に向上してきている。そのため適切な政策の執行において「ガバナンスと

能力」の問題がどの程度障害となっているのか、そしてアジアで表面化しつつあるガバナンスと能力の向

上がどのように国際的、地域的そして準地域的環境管理にリンクされるのかを研究することは時宜を得た

ものであるといえる。 

 

本グループは大きく２つの分野に焦点を置く。 初の分野はガバナンスに関するイシューに焦点あて、2

番目の分野は持続可能な発展のための能力向上(キャパシティー・ビルディング)と教育に焦点をあてる。

スタディの実施にあたっては、両分野は他の研究グループと連携することが期待されている。本グループ

は持続可能な開発全体を基礎とする政策や原則を分析するため、PMO の監督下にある IGES の全体的

な戦略オペレーションと密接にリンクすることになる。 

 

ガバナンス分野のフォーカスについて、本グループは異なる地理的スケールごとに策定された環境ガバ

ナンスのメカニズム、政策、制度について比較研究を行う。持続可能な開発に係わる問題は 1 つの地理

的レベルのみで対処することが益々難しくなってきており、地方、国家、国際または世界的、全てのレベ

ルでの対応を結集する必要が認識され始めている。このような状況を受け、何層にもまたがり、またいくつ

ものステークホルダーが関与する環境ガバナンスのシステムを検証する基本的な原則を研究していく。政

策と原則だけでなく、本グループはガバナンスを発展させていくため、つまりそれぞれの国特有の事情を

ベースとしながら適切かつ効果的な政策が規定され実施されるためのプロセスとメカニズムがどのように

形成されるのかという点についても注視していく。大気汚染など国境を越えた環境問題と環境に配慮した

バイオ燃料が本グループの 重視する焦点である。 

 

ガバナンスと能力グループにおいては、地方レベルでの効果的な環境ガバナンスも重要な論点となる。こ

のような視点から、現段階では本格的なプロジェクトとしてではないが、地方レベルのステークホルダー、

つまり、ビジネスや NPO や、コミュニティーとの効果的な連携に関する早急な取りまとめや分析を行うため、

本グループはIGESの他の部署、特に、関西及び北九州アーバンセンターと連携を図っていく。特に地方

レベルでの、家庭及びビジネスセクターにおける低炭素社会の実現にむけた実践的な手段を促進してい

くことが重要であり、中小企業（SMEs）が、このスタディの主要なターゲットとなる。小規模なスタディとそれ

に関連するアクティビティーとの組み合わせが不可欠である。考えられるスタディには、低炭素型社会を

推進する地方政策のトレンド分析や、SMEs による実践的な手段についての分析、温室効果ガスの自己

分析ツールの開発の現状評価が含まれる。セミナーやコンサルテーションなどの双方向的なアクティビテ
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ィーが効果的であると考えられる。これは、第 5 期において順次実施されるべきで、また実施にあたっては

PMO と事務局研究支援課との協働が必要となる。  

 

参加型環境意志決定は、持続可能な環境ガバナンスの鍵となるものである。参加型の環境意思決定を

促進するために、本地域の政府により、さまざまな取組みが行われてきた。その中には、情報公開に関す

る法律（FOIA）や、環境評価の実施、また、その他様々なイニシアティブが含まれる。このプロポーザルは、

アジアの幾つかの国々において参加型環境意思決定を促進する、潜在的な政策手法に対応している過

去の歴史を検証することを目的とする。 

 

数々の国連宣言や政策の中で高い優先順位がつけられていることからも理解できるように、組織的及び

個人の能力開発のための教育が持続可能な社会経済の発展を達成するための国際的な優先事項であ

るといえる。しかしながら持続可能な開発の政策をサポートする戦略研究が著しく不足している。持続可

能な開発のための教育の 10 年(DESD 2005-2014)が半ばに差し掛かり、持続可能な開発のための教育

(ESD)に関する研究は 4 つの優先分野の中で徹底した研究と政策分析を要する新たな焦点をいくつか特

定した。過去そして現在の EDS イニシアティブの評価がさらに進歩するための重要な教訓を継続的に引

き出している。第 5 期では、特に持続可能な消費に関して、消費者の意識を高めるにはどうすればよいか、

その方策について焦点をあてる。 

 

 

 

上述をもとに本グループの具体的焦点を以下に示す。 

(i) 地域及び国家のガバナンス：越境大気汚染 

(ii) 持続可能な開発のためのバイオ燃料利用戦略 

(iii) 参加型環境意思決定 (保留) 

(iv) アジアの持続可能な消費のための能力開発と教育 
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参加型環境意思決定に関するプロジェクトは、充分な準備と外部資金確保のため「保留」とする。２番目

の「バイオ燃料」に関するプロジェクトは来期の初年度末で完了する予定である。持続可能な消費に向け

た能力構築と教育は、当初限定的な予算で開始される。このプロジェクトは、アジアの発展途上国におけ

る持続可能な消費に関する包括的なスタディとして、よく準備を行うべきであり、SCP グループと緊密な連

携が図られるべきである。これら５つの提案されたプロジェクトの詳細を付属書 5 として添付する。 

 

(VII) ステークホルダー別クラスター 

 

1. 関西研究センター（ビジネスと環境） 

関西研究センターはプライベートセクター、特に「ビジネスと環境」に焦点をあてる。関西研究センターは

低炭素型ビジネスの実践と、域内での先進国から途上国への低炭素技術移転を促進するための政策を

含む様々なイシューについて分析を行う。そして企業連合と密接な連携を図りながらアジアにおける持続

性のあるビジネスを促進するための実践的な政策を提言することを目指す。第 5 期では特に以下 4 つの

研究が KRC の主要活動となる。 

 

 

 

上述をもとに本グループの具体的焦点を以下に示す。 

(i) インドにおける低炭素技術の適用促進に関する研究 

(ii) 東アジアにおける企業のカーボンフットプリント改善のための市場ベースの方策 

(iii) ローカル・ビジネス・イニシアティブ 

(iv) コベネフィット技術プラットフォーム 

 

なお、コベネフィット技術プラットフォームの実施にあたっては、コベネフィットに関する制度的、経済的側

面を主に担当する気候変動グループと連携する。これら４つのプロジェクトに関する詳細を付属書６として

添付する。 



32 

 

2. 北九州アーバンセンター 

第 5 期に見込まれる具体的な業務の増加を踏まえて、すでに指摘されていたとおり、北九州事務所の名

称を、北九州アーバンセンターと変更することを提案する。北九州アーバンセンターは都市部の環境問

題に対処する自治体の役割に焦点をあてる。地方の行動主体（自治体等）の国を越えての交流を含む都

市部での環境イシューに対してはボトムアップ・アプローチの研究が益々重要となってきている。都市化

は本地域で支配的な特色となっており、深刻な都市環境問題に取り組むため域内のあちこちで数多くの

革新的ボトムアップ・アプローチがすでに紹介されている。 

 

北九州事務所はこれまで北九州イニシアティブを推進してきた。このイニシアティブは UNESCAP により 5

年ごとに開催される環境大臣会合(MCED)で支持された公式の地域プログラムであり、10 年間の運営は

多種多様なレッスンと知識を生み出した。このイニシアティブにより構築されたネットワークは北九州アー

バンセンターにとって も重要な財産となる。これを元に北九州アーバンセンターは 2010 年北九州市に

設立される「アジア低炭素センター」と緊密な連携をとっていくことが期待されている。第5期には形成され

たネットワークを 大限利用し蓄積された教訓と知識を移転することによりこのセンターとジョイント活動及

び協力することが北九州アーバンセンターの中心的活動となる。 

 

本グループは研究プロジェクトとネットワーキング活動の２つに焦点を絞る。 

(i) 低炭素型発展のためのローカル・イニシアティブを促進する国際都市間連携の役割 

(ii) 自治体の役割：持続可能な開発を推進するローカル・イニシアティブ（非研究活動） 

 

これら２つの具体的活動の詳細を付属書７に添付する。北九州アーバンセンターは、特に本部のガバナ

ンスと能力グループとの緊密な連携が奨励される。  

 

3. バンコク事務所 

バンコクには多くの国際機関とプログラムが結集している。IGES は数年前に小さな連絡事務所をバンコク

に設置し国際及び地域活動への実質的な参加を試みてきた。例を挙げるとバンコク事務所は IISD と合同

で立ち上げた持続可能な開発計画ネットワーク(SDPlanNet-AP)の事務局として活動している。またアジア

適応ネットワーク(Asian Adaptation Network)の設立と運営において AIT/UNEP RRC AP の重要なパート

ナーとなることが決まっている。この新たな動きは IGES 事業の国際化に向けたバンコク事務所の努力の

表れといえる。IGES は 近、アジア環境法執行ネットワーク（AECEN）の事務局に指定され（詳細は付属

書 8 を参照のこと）、IGES バンコク事務所がその事務局機能を果たすことになった。また、IGES が国際プ

ロセスや国際的な活動における関与をますます拡大していくことで、また別の機会を模索していくべきで

あり、ひいてはそれが、IGES が確実ない影響力を作り出すことを促進することになる。この地域の政治的

混乱を考慮すると、アジアにおける国際機関の役割は極めて重要であると理解される。 

 

4. 北京事務所 

中国の戦略的な重要性が著しく増す上で、IGES 北京事務所は IGES と中国のパートナーによるリサーチ

及び協力事業を調整するため 2006 年 7 月に設置された。北京事務所は日中友好環境保全センターと緊
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密に調整を図りながら以下のような様々な研究活動を実施してきた。 

(1) 世界銀行中国都市大気質管理能力向上研究プロジェクト 

(2) 中国の水環境管理を強化するための日中共同研究 

(3) 日中水環境パートナーシップ調査業務（分散型排水処理モデル事業） 

(4) 日中 CDM 協力プロジェクト 

(5) 環境分野における戦略的互恵関係確立のための政策提言 

 

上記の活動が認められ、日本と中国の環境大臣は 2009 年 6 月覚書を交わし、今後の日中環境協力の重

要な架け橋そしてプラットフォームとして IGES が指定された。IGES 北京事務所は期待に答えるべく活動

を続け、そしてアジアの他の地域でもこれらのオペレーションを広げていく。 

 

(VIII) プログラム・マネージメント・オフィス（PMO）：ネットワーキングと戦略的オペレーション 

IGES は事務局またはフォーカル・ポイントとしてこれまで数々の政治的プロセスとプログラムに係わってき

た。例を挙げると G8 環境大臣会合、UNFCCC 締約国会議、APFED、エコアジア、北九州イニシアティブ、

３R イニシアティブ、そして LCS-RＮet などがある。必要に応じ事務局及びロジスティク支援を含むサービ

スを提供するなかで IGES の高いパフォーマンスが評価されたため、さらにこれらの政治的プロセスへの

係わりは増すと考えられる。これらのプロセスとプログラムの殆どは気候変動、自然資源管理と資源利用

の効率化といった多様なイシューを分野横断的に扱うため、これらのサービスは PMO によってケアされる

ことが益々増えると考えられる。IGES 横断的な戦略的なアクティビティー、すなわち、ISAP、白書、IGES

戦略基金、外部資金獲得、研究の質を担保するシステムが、このグループの主要な責任となり、これらは

引き続き、PMO の本質的な機能であり続ける。 

 

しかし重要なのは、影響力を作り出すことそれ自体は複雑であり、多様性のあるアクションであるということ

である。ネットワークの構築はそれに到達する一つの手段であるが、しかし、ネットワーキングは様々な形

とアクティビティーをとる。第 5 期においては、例えば IPCC/TSU に代表されるような、関連の国際機関と

のより緊密なネットワーキングが考慮されるべきである。インターネットベースのコミュニケーションのより戦

略的な利用もまた、きわめて重要である。さらに、メディアとの関係が重要になることは言うまでもない。

PMO は IGES 横断的な影響力の創造に、他の部署と協力して対応していくべきである。 

 

喫緊の環境問題に対処するために国際的、また地域的に効果的な協力メカニズムを構築することは、こ

の地域にとって重要な課題の一つである。こうしたメカニズムには、能力開発、技術移転、また資金的支

援が含まれる。IGES は重要な政治プロセスに政策提言を行っていくことにより、こうした協力メカニズムの

構築に貢献することが期待されている。こうした環境協力メカニズムをデザインし、実践し、再検討し、改

善していくために、革新的な問題解決の反映プロセスが IGES にとってますます重要になってくると思われ

る。第5期においてはこのような機会が多々生じることが予想され、PMOが所内で主導的な役割を果たす

ことが期待される。 
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PMO が扱ういくつかの主要なネットワーク作りに関する活動は付属書 9 に概説されている。それらを下記

に示す。 

 

(i) 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP） 

(ii) 効果的な国際環境協力メカニズムの形成・改善への貢献 (1) ：クリーン・アジア・イニシアティブ(CAI)

の推進 

(iii) 効果的な国際環境協力メカニズムの形成・改善への貢献 (2) ：インドネシア気候変動プログラムロ

ーンにおけるモニタリング・アドバイザリー業務 

(iv) 持続可能なアジア太平洋のための市民社会政策対話とネットワーク活動 

 

III. IGES のマネジメントシステム 

(I) はじめに 

IGES のマネジメントは 2004 年に OECD が提案したように、コーポレート・ガバナンスの原則に沿ったもの

であるべきである。IGES は公的な機関であり、故にこの原則のうちいくつかのものについては IGES に当

てはまらないが、基本的な原則は IGES のマネジメントシステムに 大限活かされ、そうすることによって

IGES のガバナンスを国際的な標準におくべきである。公的機関のガバナンスを強化することを目的とした

法律が新たに導入されることで、IGES は近い将来新たに公益法人となり、IGES 理事および評議員の役

割と責任も変わってくる。 

 

理事および評議員の役割と責任の変更に加えて、第 5 期においては、IGES のマネジメントの原則もさら

に改善されるべきである。IGES のマネジメントは、(i) 適切な資源の分配、（ii）説明責任と透明性の確保、

(iii) 生産性の高い労働環境の創設、の 3 点を原則的な方針とする。 
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この文書に添付されている各々のプロジェクトに、資金的、人的資源の配分がはっきりと示されているが、

これらの数字はさらに精査されるべきであり、また、横断的な調整が必要である。IGES における問題の

一つに、外部資金プロジェクトに対する貢献度の、部署および個人間の大きな不均衡が挙げられる。現

在のタイムマネジメントと資金マネジメントに対応する内部メカニズムはより公正で、かつもっと効率的な

業務分担ができるように構築されるべきである。適切な資源の分配は、資金の無駄遣いを撲滅するとい

う要請にもこたえるものである。  

 

第 2 に、すべての支援団体やパートナーに対し、IGES には説明責任がある。基本的な情報は誰にでも

開かれたものとすべきであり、また、より詳細な情報についても、関連する IGES 職員、また、IGES との関

わり方に応じて、各支援団体やパートナーに提供していくべきである。内部的には、部署および個人の

業績評価はより具体的で参加型のものであるべきである。また、予算管理のシステムはもっとアクセスが

開かれており、参加型であるべきである。パートナーやステークホルダーに対しては、IGES はより説明責

任があり、ある特定のアウトプットについて、どれだけの労力がかかり、また、どれだけの費用が使われた

のかといった情報が共有されるべきである。また、内部および外部監査が引き続き行われるが、第 4 期の

期間中に作られた成果物について、外部ピアレビューが実施される予定である。  

 

第 3 に、IGES の職場環境は、適切なインセンティブと明確な目標のある、生産的なものであるべきである。

すべての部門で、また各職員が、客観的で明確な目標を持ち、タイムリーかつ質の高い成果を出していく

ためのインセンティブが組み込まれていなければならない。第 5 期には、業績をベースにした給与システ

ムが導入されるが、所外の専門家や協力機関との協働の機会がますます増えることが予想される。 

  

改善されたマネジメントシステムを下記に詳述する。システムは全体としてより複雑なものになるが、しか

し、実施が容易であるものであるべきである。煩雑なマネジメントからの要請が研究所の効果的なオペレ

ーションを妨げることがあってはならない。 
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(II) 拡大マイルストーンマネジメント 

第 4 期が開始した 3 年前にマイルストーンマネジメントを導入した。マイルストーンは、部門用と個人用が

あり、IGES における事業活動をより結果重視のものとしている。各部門のマイルストーンでは、明確なタイ

ムライン上に位置づけられた特定のアウトプットや主要な活動を記載している。個人マイルストーンは、言

ってみれば部門マイルストーンの内訳にあたり、個々の職員の責務を明示している。当初、マイルストーン

システムが複雑だったため、モニタリングのための負荷が大きかったが、次第にシステムが単純化し、現

在では年に 2 回のレビューにおいて、当初マイルストーンに基づく進捗のみをみることとしている。年度末

のレビューは部門及び個人の業績評価として実施している。2009年10月には、簡単な時間管理システム

の試行を開始した。これは、資金支援団体に対し、事業に約束しただけの労力を注入していることを示そ

うというものであるが、同時に、この制度により、若手研究者がより有効な時間管理ができるようになること

も目指している。第 5 期においては、マイルストーンマネジメントを改善し、計画、調整をよりスムーズに行

い、資金支援団体への説明がより明確にできるようにしていきたい。 

 

(III) 人材管理 

職員の区分 

第 4 期に入り、IGES の職員数は増大し、雇用形態も多様化した。常勤職員としては、正規職員、ショート

タームスタッフ、研究補助員がおり、非常勤職員としては、IGES フェロー、コンサルタント、インターンがい

る。職員総数は変動するが、年度を通じ、平均 80 名近い職員が働いているという状況下において、業務

分担を明確にし、多様な職員が協力していくためのしっかりとした調整システムが必要である。 

正規職員（3 年契約で特定の部門に所属する者）数は従来とほとんど変わらず 44 名であり、2010 年度に

はコアファンドが約 9％削減されるとはいえ、第 5 期の正規職員数は維持される。正規職員は特定の部門

に配属され、各部門のコアスタッフとなる。 

第 4 期には外部資金が大きく増えたため、多くのショートタームかつ常勤の職員（現在の客員研究員）を

雇用することができた。その他、ショートタームスタッフに比べて概して若く経験が少ない研究補助員も数

名おり、2010 年 1 月現在、全体で 34 名のショートタームスタッフと研究補助員を雇用している。 

非常勤職員は 3 つに分類される。IGES フェローは経験ある専門家である。IGES フェロー制度は 2008 年

8 月に導入したもので、シニアフェローは教授レベルとしている。IGES として本システムを特に推進してい

るというわけではないが、2010 年 1 月現在、IGES フェローは 23 名となっている。IGES フェローの中には、

特定の研究について指導的役割を果たしている者も、アドバイザーとして関わっている者もある。また、

IGES には数名のコンサルタントもおり、多くの場合、非常勤の専門家として特定の事業に関わっている。

更に、第 4 期中にインターンの数が大きく増えてきている。インターンシップの公募はウェブ上で年に 2 回

行っており、2009 年度は約 20 名のインターンを受け入れた。 

第 5 期には、さらに多様なスタッフをより多く雇用できるように努力していく。研究活動に必要な様々な専

門性を持ったスタッフの組み合わせにより、必要な専門知識の確保が柔軟にできるような体制を作ってい

くことが重要である。 

 

職員の責務 

IGES 職員は、原則として、研究グループかサテライトオフィスに所属しており、各職員はそれぞれの所属
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において実施する研究活動を実施するために、特定の責務を負っている。同時に、所属以外のグループ

やサテライトオフィスの業務を実施することも可能である。まず他のグループ等が協力を要請し、直属のグ

ループ長が許可することにより、兼務が可能になる。現状に増して多くのグループ間共同研究が必要に

なることから、このようなアレンジは特例ではなくなり、通常の状態となる。各職員の兼務状況は、個人マイ

ルストーンにすべて記載されることになる。 

研究成果物とポリシーペーパーの 低目標値を、全職員に対して設定するが、同時に、外部資金事業に

チャージできる業務量についても、 低目標値を設定する。これらの目標値を設定することにより、職員

は時間をより有効に活用するようになり、政策プロセスに影響を与えることを意識した、結果志向型の姿勢

が身に付いてくる。時間管理システムの改善により、グループ間の兼務がスムーズに行われるようになるこ

とが期待される。 

 

グループ長の責務 

原則として、各グループ及びサテライトオフィスにグループ長を置く。グループ長は担当するグループ等

の全般について責任を負う。IGESの核となる職員として、IGESのパフォーマンスを向上させるための全所

的アクティビティーにも関与すべきである。また、研究に関する指導力や専門性の他、自らの部門の成果

目標や、また担当する事業の財務管理につても責任を持つ。グループ長は外部資金獲得目標を与えら

れる。グループ長の責務全般について、副グループ長が補佐する。 

 

職員の業績評価 

現在の業績評価システムは継続する。原則として、個人マイルストーンに基づいた評価が各年度末に行

われる。PMO 及び事務局が作成するガイドラインに則り、グループ長が個々の職員の業績評価を行い、

その結果は当該職員に通知されることなく、PMO と事務局に示される。必要に応じ、当該職員に対し、翌

年度の業績改善のためのフォローアップ面接が実施される。 

 

グループ長の評価は現在の方法を踏襲する。全職員は、PMO 及び事務局から配布される様式により、所

属する部門のグループ長の業績についての意見を述べる。グループ長の業績評価は、スタッフの意見を

参考にしつつ所長（代理）が実施する。職員は副グループ長の業績についての意見も提出し、グループ

長が副グループ長の評価を行う際の参考にする。 

 

第 4 期までは、業績評価の結果は、翌年の夏に支給される功労金に反映していたが、第 5 期においては、

功労金に代えて業績給制度を導入し、年俸の一部が、個人の業績に基づいて毎年加算あるいは減額さ

れる。この新しいシステムの詳細は、他の機関が実際に導入しているシステムの例を注意深く参照した後、

第 5 期に入って可及的速やかに詰められることになる。さらに、必要と看做される場合には、業績評価、

及び研究所のニーズの変化に応じて、個々の職員の昇進、降格、異動が実施される。 

 

リテンション対策 

IGES にとって、核となる専門性を確保するため、また IGES の戦略的なスタディをより効果的

に実施するため、核となるスタッフの継続雇用を図ることが重要である。このため、第 5 期からは、

人事委員会で承認された中核的研究員に対して、次期（第６期）においても契約を更新する旨を第 5 期
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の契約の中で明示することにより、実質的に、6 年から 大 10 年までの長期の雇用を約束するシステム

を導入する。さらに、上記の適用を受けた研究員が任期を満了した場合、本来受ける退職金に、予算の

範囲内で退職金の 大 50%を加算する制度を導入することも検討する。  

 

(IV) 経済的資源の管理 

コアファンド 

コアファンド（日本政府から IGES への拠出金）は第 5 期の 1 年目には 9％減少する。地方自治体からの

資金支援には大きな変動はないが、9％削減により、コアファンドの今後の使途について、実質的な改善

を余儀なくされることは否めない。このため、経費の節減に一層強力に取り組むとともに、IGES の活動の

意義をアピールすることにより、コアファンドの増額努力を行っていく必要がある。そのためにも、信頼性

の高い政策研究と重要な政策イニシアティブへの実質的関与が必須である。 

 

更に、国際機関や国際的な団体・メカニズムからコアファンドを獲得する努力を一層推し進めていく必要

がある。実践的には、まず、本地域において活動する国際機関と協力し、相互に意味あるネットワーク事

業やプログラムを開始することである。IPCC－TSUと、温室効果ガスの国別インベントリーに関する協力を

行ってきているが、これはこうした協力の一例である。 

 

外部資金 

第 4 期を通じ、外部資金の総額は大きく増加した。2009 年度においては、外部資金はコアファンドのほぼ

2倍となっており、ほとんどが日本のものではあるが、資金元は多様化している。現状では、日本国環境省

のみならず、国内の他の省庁（JICA など）からも資金提供を受けている。第 3 期に比べ、より実質的な研

究資金を獲得できているのは、国内の大学や他の研究機関との共同研究プロポーザルが増えてきている

ためである。同時に、小額とはいえ海外の資金も増え続けていることは、注目すべきである。外部資金の

更なる増加のためには、外部の信頼を得ることと、確実な実績を挙げることが非常に重要である。 

 

第 5 期においては、外部資金の多様化と資金の増加を更に進めていく必要がある。第 4 期の 2 年目、3

年目には、外部資金担当コーディネーターを PMO に設置した。このコーディネーターが、新たな外部資

金獲得の機会についての情報を提供するのみならず、所内の各研究グループやパートナーとなる可能

性のある外部の機関との調整を行っている。更に第 5 期においては、外部資金コーディネーターの下で、

各グループ長はより多くの外部資金の獲得を期待されることになる。各職員も、個々の案件においてグル

ープ長の外部資金獲得を補佐することになる。 

 

第 4 期においては、外部資金によりすべての事業経費を賄うことを目指していた。第 5 期においては更に

一歩前進し、すべての事業経費に加え、各グループ正規職員の相応の労働時間分を賄うことを目指す。

具体的な数値については、個人マイルストーンをセットする際、それぞれの部署や個人の業務の異なる

条件を斟酌しつつ決定する。研究ファンドのみを狙うのであれば、これは不可能であるため、ネットワーク

や重要な政策イニシアティブなどの、より実質的な資金を内外から得ることが必要である。 
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経費節減方法 

経費節減の方法はシステマティックに導入すべきである。第 1 に、現行の予算管理システムを改善し、各

研究活動に関する予算の執行状況を、各グループ長、グループ内担当職員、事務局経理担当職員がい

つでも確認できるようにする必要がある。これにより、事業の目的にかなった効率的な予算執行が可能に

なる。第 2 に、コアファンドの削減に対応するため経費の節減は一層重要性を増しており、管理的経費の

徹底的な削減に努めるとともに、毎年事務局から示される数値を目標として、外部資金における経費の削

減を進める必要がある。外部資金によっては、職員の人件費を計上することができないため目標を達成

できない場合があるが、実施事業のポートフォリオを拡大するなど、各部署の努力が求められる。第 3 に、

国際会議や海外出張に関する所内のルールを強化すべきである。マイルストーンに基づいた目的が明

確になっていない限り、また役割が明確でなく、準備も整っていない限り、海外出張は原則として承認し

てはならない。第 4 に、経費削減のインセンティブを導入すべきである。例えば、年間にどのくらいのコスト

削減ができたかどうかは、グループ長、副グループ長の評価の重要な要素となる。更に、前年度にコスト

削減に成功したグループには、追加の資金配分を行うことも考えられる。 

 

(V) 質の管理 

IGES が作成する学術的論文やポリシーペーパーの質を確保するため、第 4 期にパブリケーションポリシ

ーの改正を行った。それによれば、各職員はマイルストーンに従い質の高いペーパーを作成する責任が

あり、グループ長は各グループで作成したペーパーの質について根本的な責任がある。PMO は全所的

な出版物である白書やポリシーブリーフの質に責任を持つ。しかし、現在のシステムにはまだ改善すべき

点がある。 

 

一つには、成果物の内部・外部レビューをより効率的に行うことである。第 4 期における経験から、内部レ

ビューにおいてはグループ間のネットワーキングが効果的であり、このためにはグループ長同士の調整が

重要になってくる。外部レビューについては、各グループが、PMO や事務局のガイダンスに従い、主体的

にレビューを行うことにより、改善することができると考えられる。現行のパブリケーションポリシーは、関係

する職員と協議して上記の方法を導入することにより、改善されるべきである。 

 

(VI) 影響力を作り出すためのアウトリーチ 

上述の通り、 終的に IGES にとって重要なのは、研究成果によって、また、重要な政策イニシアティブに

関与することによって生み出される影響力である。IGES はこれまで、インパクトを生みだす手段としての

様々な政策プロセスやネットワーク活動に関わってきた。時には国際的なネットワークや地域のネットワー

クの事務局として、（例えば、LCS-RNet、APFED、北九州イニシアティブ）、また時には国際・地域ネットワ

ークの主要なパートナーとして（アジア太平洋適応ネットワーク、３R イニシアティブ、AECEN）、また、主要

な参加機関（COP、MCED）として活動を行ってきた。第 4 期において、国際的、また地域的な場における

IGES の地位が著しく高まったのは、上述の国際的、地域的なプロセスやネットワークに実質的に関与して

きたためであるといえる。しかし、このように関与の度合いを深めることで、どの程度肯定的なインパクトを

創設できたのかについて、更によく検証を行う必要がある。 

 

確かに、ネットワークの事務局を引き受けるという、それだけの事実が、肯定的なインパクトを保証すること
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にはならない。ポリシーブリーフの発行やサイドイベントの開催も、明確にインパクトを生みだしたとはいえ

ない。国際的、あるいは地域的な手詰まり状態にあって、この状態の打開に役立つ提言や、発展途上国

において実効性のある解決策を提案することこそが重要なのである。国際機関や関係各国から信頼を得

ることも、同じく重要な点である。更に、IGES が関与するプロセスに積極的に参画していくことが重要であ

る。長期的に見れば、教育は影響力を作り出すのに重要なツールであると考えられる。この観点から、

IGES 職員の何名かが、日本人職員、外国人職員とも、日本の大学の地球環境問題に関する講義を担当

するようになったことは特筆すべきことである。 

 

IGES は、時には、ブローカーのような動きが求められ、関係者に向けて、実質から外れたフォローアップ

を行わなければならないこともあろう。これらの要素を考慮した上で、国際的な、あるいは地域的な政策イ

ニシアティブにおいて、どのようにすれば肯定的な影響を効果的に作り出すことができるのかについて、

より注目する必要がある。そのため、各研究グループ及びサテライトオフィスにおいて、影響を作り出すた

めのより詳細な戦略を策定することを提案する。この段階では、本文書に添付している研究プロポーザル

では、この戦略については十分に書き込めておらず、更なる検討が必要である。 

 

(VII) マネジメント体制 

(I) PMO の役割 

2007 年 2 月の理事会・評議員会に提出した「2007 年度以降の IGSE 研究戦略」に基づき、プログラム・マ

ネージメント・オフィス（PMO）は 2007 年 4 月に設立された。設立の趣旨は、「統合的な視点から各戦略研

究テーマについて企画し調整し、IGES の戦略研究全体を統合的に実施する」ことであった。現時点で

PMO に与えられている責務は、(i) 全所的な案件の企画及び調整（IGES 戦略、ISAP、白書）、(ii)国際機

関や地域的な機関及びプロセスとのネットワーキング、パートナーシップ（AECEN、ASEF、UNEP）、(iii)分

野横断的な研究活動の実施（ICCPL）、（iv）新たな課題への対応（生物多様性保全）、(v)資金調達の促

進、(vi)政策決定者向けの出版物の質の保証、及び(vii)サテライトオフィスとの連絡調整と連携、である。 

 

PMO は第 5 期も継続して機能する。上述の PMO の主要な業務は、主として PMO のシニアコーディネー

ターが担当する。シニアコーディネーターは PMD の包括的なガイダンスのもと、関連する部署との必要な

企画や調整を行うことが期待されている。十分な資金的、人的資源が PMO に配分されるべきことは明ら

かである。しかしながら、包括的な調整は PMO に任せつつも、実施の段階で各研究グループやサテライ

トオフィスに移管される業務もある。PMO から移管されるものにはバンコク事務所や北京事務所の「ネット

ワーク化及びパートナーシップの促進」があるが、バンコク事務所や北京事務所は、国際的な多国間およ

び二国間の協力をより実質的に促進していくことになる。また、質の確保については、各部門において内

部レビューを実施し、外部レビューについても各部門が開催するなど、部門レベルで対応することになる。

他方、「新たな課題」への対応は、より適切かつ時宜を得た対応が必要であり、これらは PMO 及びガバナ

ンスと能力グループが、特に、一つのチームを構成して主導するべきである。さらに、IGES 全体の影響力

戦略が、他のすべての部署との緊密な連携のもと、PMO によって作成されるべきである。IGES 事務局の

研究支援部門との更なる協力が重要となる。 
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(II) 事務局の役割 

事務局は、主として人事、財務及び建物や設備の管理、情報アクセス（図書館）、IT 関連システムなどを

含む、研究所の管理業務全般を取り扱う。更に、事務局研究支援課では、アウトリーチ、メディア対応、イ

ベント開催等の全所的活動を取り扱う。特に第 4 期においては、事務局と PMO が一体となって活動する

ことの必要性が増大した。第 5 期においては、このような一体的な活動は、PMO とのみならず、各グルー

プやサテライトオフィスとの間でも必要となってくる。全体として、事務局の業務は、純然たるマネジメントか

らファシリテーションへと変化することになり、それにより「アカウンタビリティー」が改善され、「効率性」が高

まることになるであろう。 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【付属書】 
 

 

 

 

本付属書の内容は2010年2月現在のものであり、特に資金的、人的資源については確定

的なものではない。また、実施に当たっては、IGES 戦略研究の性格として、外的環境及び

政策ニーズの変化に機動的にかつ柔軟に対応していくものとする。 


