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The Fifth Assessment Report (AR5) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
Two of four compared Representative Concentration Pathways (RCPs) of Radiative Forcing 

Future Scenarios 



 気候変動  

成層圏オゾン 
の減少 

大気中の  
エアロゾル負荷 

海洋の酸性化  

生物化学的循環   

淡水利用量 
の増大 

土地利用変化 

 
生物圏の変化 

窒素負荷 

リン負荷  

遺伝的多様性  
の減少 

種・生態系 
多様性の減少 

新しい化学物質 
の増加 

限界を超えた危険な状態       
限界を超えつつある状態 
限界内で安全な状態 
限界が不明 

Steffenら、2015, 
 Scienceより作成 

Future Earth発足の背景：強い危機感 
Planetary Boundaries 



フューチャー・アース誕生までの歴史 

世界気候研究計画 
地球圏生物圏
国際共同研究
計画 

生物多様性に関する 
国際共同研究計画 

地球環境変化の人間的側面国際研究計画 

痛切な疑問と反省 
・科学分野間の連携が不十分 
・科学的知見の社会への反映が
不十分 

独立した形で
Future Earth
と協力 



Future Earthの基本理念と責務 

基本理念 

• 分野を超えた連携 

• 社会の関係者との協働 
─ コ・デザイン：一緒に研究計画（テーマの選定、方
法） 

─ コ・プロダクション：一緒に研究実施 
─ コ・デリバリー：一緒に結果の応用、実装 

• 持続可能な地球社会へ向けて、考え方や生き方の転
換を社会と一緒に考える、社会におけるイノベーション
の実装 

• 新しい価値にもとづいて地球の未来をデザイン 
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相互に関係する環境要因と人のくらしや健康 

Future Earthの役目 
• それぞれの研究や活動をつなぎ、連携のお手伝いをすること 
• これら、地球環境、人間社会環境の要因と人のくらし、健康への影響を、
包括的に理解し、問題を解決する行動につなげること 

包括的なアプローチ 

• 地球環境、人間社会
環境の要因が、人間
のくらしと健康に影響
しています。 

• 私たちのくらしかたと
健康も、社会の健康、
地球の健康に影響し
ます。 
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Future Earth Alliance ⇒ Governing Council 
(Future Earthを産み出した国際的な組織連合） 

http://unsdsn.org/
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oneHEALTH  
 

Global Research Projects 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.apn-gcr.org/wp-content/uploads/2013/01/MAIRSlogo-218x200.jpg&imgrefurl=http://www.apn-gcr.org/2013/01/30/mairs-open-science-conference-2014/&h=200&w=218&tbnid=UbecXPpie7xNNM:&zoom=1&docid=7aM5JsD-9VLgKM&ei=-ziTVciQJcPd8AWQhYXwCg&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://ugec.org/files/2015/06/AIMES-300x236.jpg&imgrefurl=https://ugec.org/&h=236&w=300&tbnid=jakdYOZuxOOzRM:&zoom=1&docid=phGUOxNL1VP1MM&ei=LDCTVZC4ONXh8AXpgo3IAg&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
http://www.earthsystemgovernance.org/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.globalcarbonproject.org/global/images/theme/gcp75.gif&imgrefurl=http://www.globalcarbonproject.org/carbonneutral/ZeroNet.htm&h=75&w=183&tbnid=UzsG9Vrge5p1tM:&zoom=1&docid=lJxPhEejxBpZoM&ei=zTGTVZ7mEdbj8AXHu734Dg&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE&biw=1346&bih=599
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://mol.org/sites/default/files/partner/gmba_logo.jpg&imgrefurl=https://auth.mol.org/mobile/supporters&h=808&w=1500&tbnid=EI3zpNIe00vjfM:&zoom=1&docid=i_7uS4BMxhsi4M&ei=BjOTVcK_NZK78gXawLeYAQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.igacproject.org/sites/all/themes/bluemasters/images/LogoFiles/IGACLogo/IGAC_300dpi_white.png&imgrefurl=http://www.igacproject.org/Logos&h=1101&w=1093&tbnid=jQT1mHEZhKuMLM:&zoom=1&docid=Sdoyf4W-FofpnM&ei=IjSTVYPSDJLM8gW0toHABQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygAMAA
http://ihopenet.org/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.imber.info/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/logos/imber-logo-l/17786-4-eng-GB/IMBER-LOGO-L_imagelarge.jpg&imgrefurl=http://www.imber.info/index.php/Media/Images/Logos/IMBER-LOGO-L&h=389&w=550&tbnid=Nn_HUBChWaG5LM:&zoom=1&docid=ibdD0kHhplYs0M&ei=_TaTVaqSB47v8gXu6qHIDQ&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAE
http://irg.bnu.edu.cn/index.asp
http://www.pecs-science.org/2.1a508a66139b5dba5cb1fc.html
http://www.pages-igbp.org/


Top emitters: fossil fuels and industry (absolute) 

The top four emitters in 2015 covered 59% of global emissions  
China (29%), United States (15%), EU28 (10%), India (6%) 

Bunker fuels are used for international transport is 3.1% of global emissions.  
Statistical differences between the global estimates and sum of national totals are 1.2% of global emissions.  

Source: CDIAC; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016 

Future Earthの 
研究の例 
（Core Project）  

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Feeding the planet doesn't require further deforestation 

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

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

Future Earthの研究の例 
（Core Projectから）  





SIMSEA: Future Earth Regional Activity 



８つのチャレンジ 

1.水・食料・エネルギーネクサス 

2.脱炭素化 

3.自然資源保護 

4.健全な都市 

5.持続可能な農村 

6. 健康 

7.持続可能な消費と生産 

8.レジリエンスな社会のための
ガバナンス 

第3回国連 
人間居住会議 

第2回国連 
環境総会 

第3回国連 
防災世界会議 

国連気候変動 
枠組条約 
第21回締約国会議 

SDGs: 持続可能な開発目標 

フューチャー・アースの優先課題（SRA）が 
めざす８つの課題と国連活動へのつながり 
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金融と経済 

都市 

健康 

消費と生産 

水・エネルギー・食料の連関 

脱炭素化 

自然資源 

災害 

社会の意識の転換 

海 

持続可能な開発目標 
SDGs 

様々な研究グループや社会の関係者が、情報や

意見をお互いに交換し、一緒に課題解決に向かう

ための協力の場 

知と実践のネットワーク 
Knowledge Action Network (KAN) 



 Advancing Planetary Health 
地球と人のすこやかな未来をめざして  
＜Knowledge-Action Network: Health＞ 

• 2016年7月4～7日、イタリ
アでワークショップ開催 

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

• 当初の優先的分野（災害
と健康、農業と栄養、都市
化）や今後の計画を策定 



HACCP 
GMP GAP GHP 衛生規範 

公衆衛生への貢献 

(Leon Gorris, 2004) 

フードチェーン各段階での自然・社会環境
要因との相互作用 

Modified from slide  
by Leon Gorris 



Urban KAN 
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金融と経済KAN 
対象主要分野 
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持続可能な開発目標（SDGs）KAN 

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



日本政府としての持続可能な開発目標への
取り組み 

• 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部 
─ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に係る施策の実施について、関
係行政機関相互の緊密な連携を図り、総合的かつ効果的に推
進するため、全国務大臣を構成員とする持続可能な開発目標（
ＳＤＧｓ）推進本部を設置 

• 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓会議 
─ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けた我が国の取組を
広範な関係者が協力して推進していくため、行政、ＮＧＯ、ＮＰＯ
、有識者、民間セクター、国際機関、各種団体等の関係者が集
まり、意見交換を行うＳＤＧｓ推進円卓会議を、ＳＤＧｓ推進本部
の下に設置、各府省課長級会議と連携 

• 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針を2016年12月に公表 



7th International Conference on Sustainability 
Science (ICSS 2017) • Aug 24 DAY 1: Science-policy day, highlighting 

innovative solutions, with the Resilience 
Conference 

• Aug 25 DAY 2: Selected sessions from Future Earth 
Knowledge-Action Networks and SDG Labs 

• Aug 26 DAY 3: Selected sessions from Future Earth 
Knowledge-Action Networks and SDG Labs 

 



Earth observation in Support of 

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

Science Council of Japan  |  16-18 January 2017 

Future Earth International Co-Design Workshop on  



Research and Implementation Strategy of Future 
Earth: 2016-2018 
• For July 2016 – June 2018 
• Major Outcomes: four primary outcomes in the Future Earth 

2025 Vision 
1. Inspire and create ground-breaking interdisciplinary 

science 
2. Deliver products and services that societal partners need 

and use 
3. Pioneer approaches to co-design and co-produce science 

solutions, knowledge and innovation for global 
sustainable development 

4. Enable and mobilize capacities for sustainable 
development 

• Means of Implementation 
• Communications 
• Fundraising & Advancement 
• Staffing, Partners, Systems 



Future Earth Open Network  
http://network.futureearth.org/home 

• フューチャーアースのオンライ
ンプラットフォーム 

• 世界中誰でもどこからでも参
加可能 

• イベント、プロジェクト、論文紹
介、様々な活動を共有 

• 特定の問題に対する議論や
ウェビナー、チャットなどライブ
イベントの開催、参加 

• 共同研究者の募集、調査依頼 
など 



Future Earth Open Network 
http://network.futureearth.org/home 

どのCOMMUNITYにでも 
参加自由 

2,000人以上の参画、活発な意見交換、共同研究募集等の交流が進行中 



FEマガジンの発行 
Anthropocene Magazine 

anthropocenemagazine.org 

１０月１８日創刊 
<人新世>に生きる私たちが持続可能な未来を真剣に考える 
論文集でもなく、ニュース記事でもない 
科学と人々をつなぐ新しいウェブマガジン 



Other outreach activities (http://www.futureearth.org/) 



Future Earthの運営体制と日本の関与 

日本ハブ事務局長： 
  春日文子 
支援組織： 
  日本コンソーシアム 

(代表：日本学術会議、
設置：東京大学IR3S) 

恒久事務局 
2015年5月1日、 
本格稼働 

事務局長：ハイン・マレー 

設置：総合地球環境学研
究所（地球研：京都） 

日本人委員（長谷川雅世） 日本人委員（安成哲三） 
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4th Future Earth in Asia 
Workshop, 23-24 Jan, 2017, 
RIHN, Kyoto, Japan 



日本学術会議としての国際的な取り組み 

• 国際本部事務局の誘致 

– 2012年：リオ＋20への参加、ICSUへの貢献の中での相談 

– 2013年：日本コンソーシアム構築、地球研との役割分担 

– 2013年：国際事務局誘致への応募 

– 2014年：国際本部事務局５ハブの一つとして正式決定 

– 2015年：恒久事務局稼働 

 

• グローバルハブとしての機能 

– 2015年11月：Future Earth全体会議（科学委員会、関与委員
会、評議会）東京開催 

– 2015年11月：安田講堂Future Earthシンポジウム開催 
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Governing Council meeting 
（日本学術会議） 
（写真はJPタワー内インターメディアテ
クでの交流会） 

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

フューチャー・アースに対する日本の取り組み 
Future Earth全体会議日本開催（2015年11月） 

＊京都でもアジア地域の会議や
SDGタスクフォース会議を開催 

 

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


フューチャー・アース日本語版ホームページ 
（東京大学IR3Sのページ：http://www.ir3s.u-tokyo.ac.jp/futureearth/） 





メーリングリスト「Future Earth Japan」 
• Google グループのグループ「Future Earth Japan」 

• 管理人への連絡： futureearthjapan@gmail.com  

• 投稿するには： futureearthjall@googlegroups.com にメールを送信 

• 最近の【Future Earth Secretariatよりお知らせ】 から 
─ 昨今の諸動向に対し、Future Earthが声明を発表：2月6日 

Future Earthが支持する研究活動の国際的な連携や広範な知見の交換に
影響を与えうる昨今のアメリカにおける諸動向に対し、Future Earthは、下
記URLにある声明を発表しましたので、皆さまと共有したく本メールを配信
いたします。これは、一義的にはFuture Earthコミュニティによる、Future 
Earthコミュニティに向けた声明ではありますが、Future Earthがその核とな
る理念としてもつ、国際的な連携と包摂を再確認するものです。 
http://www.futureearth.org/news/statement-research-integrity 
フューチャー・アース国際本部事務局日本ハブ事務局長 春日文子 
フューチャー・アースアジア地域センター事務局長 ハイン・マレー 
 

─ Future Earth関連国際シンポジウム（2月18－19日、九州大学） 
─ Future Earth公式日本語版Twitterを開設しました：10月30日 
─ SDGｓ実施指針の骨子発表とパブリックコメント実施：10月19日 
─ オンラインマガジン Anthropocene 創刊：10月19日 
─ 最近の出版物（英語版）３つ：10月18日 
─ Future Earth Open Network開設のご案内：10月18日 

mailto:futureearthjapan@gmail.com
mailto:futureearthjall@googlegroups.com




日本語Facebook 

22.03.2
017 
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国内での取り組み 

日本学術会議 

• 日 本 学 術 会 議フューチャー・アースの推進に関する
委員会 

• ステークホルダーとの連携 

（１） 文科省との当初からの協力、JSTを通したFeasibility Study 

（２） 第5期科学技術基本計画、総合戦略2016、環境省推進費に
おけるFuture Earthの特記 

（３） SDGs実施指針策定における協力（円卓会議メンバー） 

（４） 経団連、STSフォーラム、イオン、日本科学未来館、メディア
等との意見交換 

• 日本コンソーシアム構築、日本版関与委員会設置準
備、フューチャー・アース日本委員会設置準備 
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提言 

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

推進－ 

日 本 学 術 会 議 

フューチャー・アースの推進に関する委員会 

（平成28年4月5日公表） 



提言骨子 
（１） 学際・超学際研究推進のための研究・教育体制を構築す
る 

（２） 国際的リーダーシップを果たすための体制を構築する 

（３） 我が国として取り組むべき具体的研究課題を提示する 

 （研究課題の例示） 

① 長期的視野に立った地球環境の持続性を支える技術・制
度の策定 

② エネルギー・水・食料連環（ネクサス）問題の同時的解決 

③ 持続可能なアジアの都市および生活圏の構築 

④ 生態系サービス(脚注)の保全と人類の生存基盤の確保 

⑤ 多発・集中する自然災害への対応と減災社会を見据えた
世界ビジョンの策定 



第5期科学技術基本計画 

• 第１章 基本的考え方 
• 第２章 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価
値創出の取組  

• 第３章 経済・社会的課題への対応  
– （３）地球規模課題への対応と世界の発展への貢献  
「地球環境の情報をビッグデータとして捉え、気候変動に
起因する経済・社会的課題の解決のために地球環境情報
プラットフォームを構築するとともに、フューチャー・アース
構想等、国内外のステークホルダーとの協働による研究を
推進する。」  

• 第４章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化  
• 第５章 イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好
循環システムの構築 

• 第６章 科学技術イノベーションと社会との関係深化  
• 第７章 科学技術イノベーションの推進機能の強化 



Japan Consortium for Future Earth 
日本コンソーシアム機関  
日本学術会議（代表） 
総合地球環境学研究所   国立環境研究所  東京大学国際高
等研究所サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S） 
京都大学Future Earth推進ユニット      
イクレイ‐持続可能性をめざす自治体協議会日本事務所    
科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 
北海道教育大学教育学部    東北大学大学院環境科学研究科    
茨城大学     政策研究大学院大学      
慶應大学政策・メディア研究科    
名古屋大学大学院環境学研究科      広島大学   
九州大学大学院理学研究院・持続可能な社会のための決断科学
センター    
国連大学サステイナビリティ高等研究所 
地球環境戦略研究機関（IGES）   
千葉大学     鳥取大学       （2016.8月現在、順不同） 

 
     



今後の発展に向けて（世界では） 

• ローカルからグローバルへ、グローバルからローカルへ 

• 各プロジェクト間の連携推進・調整、情報共有、経験や成功
例・失敗例の共有 

─ KANへの参加推進、運営サポート 
─ Global Research Projects間の連携サポート 
─ 地域の特性に基づく活動の活性化 
─ Open Networkの活用とサポート 
─ ワークショップ（国内、地域、国際） 

• ICSUの他のプログラム、外のプログラム・活動との連携 

• 新たな研究の必要性の発掘 

• 研究成果に付加される新たな価値の認識・創出 

• ステークホルダーとの連携のありかたについての原則提案
、事例の共有 



今後の発展に向けて（国内では） 
• 日本での優先課題（解決すべき課題、研究の対象とする課
題）の議論 

• やはりローカルからグローバルへ、グローバルからローカ
ルへ 

• 国内各プロジェクト間の連携推進・調整、情報共有、経験や
成功例・失敗例の共有 

─ KANへの参加推進、運営サポート 
─ Global Research Projects間の連携サポート 
─ 地域の特性に基づく活動の活性化 
─ Open Networkの活用とサポート 

• 新たな研究の必要性の発掘 

• 研究成果に付加される新たな価値の認識・創出 

• ステークホルダーとの連携のありかたについての原則提案
、事例の共有 

• 国際事務局、地域事務局への貢献 


