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持続可能な開発目標と
ガバナンスに関する総合的研究

―	地球の限られた資源と環境容量に基づく
ポスト2015年開発・成長目標の制定と実現へ向けて	―	

本研究課題は、環境省環境研究総合推進費戦略課題 S-11「持続可能な開発目標とガバナンスに関する総合的研究 ― 地球の限られた資源と環境容量に基づく
ポスト2015年開発・成長目標の制定と実現へ向けて ―」（2013～2015年度）として実施する研究プロジェクトです。
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本研究プロジェクトは、短期的には持続可能な開発目
標（SDGs）設定へ向けた国際論議に貢献することを、
長期的には人類が持続可能な社会構築に向けて行動を
変化させる政策や仕組みを提案することを目指します。

国連のミレニアム開発目標（MDGs）は2015年に達成期
限を迎えます。このことから、「2015年以降の開発目標
をどのようにするのか」に関する国際論議が活発になっ
てきています。本プロジェクトは、この論議に対して可
能な限りあらゆる方面から研究を行い、持続可能な世
界の実現に知的貢献することを目標としています。
　

予算規模：約 2 億円／年
研究実施期間：2013～2015年度（3年間）

目 標

研究体制

研究概要

具体的には、以下の5つの課題に取り組みます。
1. ポスト2015年開発アジェンダ設定に貢献します。
2. 日本をモデルに、持続可能な開発目標をてこにし

て、環境と開発の調和のあり方を総合的に探る研究
を推進し、積極的に提言します。

3. 環境問題と開発問題を扱う研究者コミュニティー
は、コミュニケーションが途絶えがちなため、研究
面から連携をうながして、新たなコミュニティー構築
を目指します。

4. 国際的に研究を推進することで、国際的な研究拠点
となることを目指します。

5. これらを通じ、持続可能性に関する広範な社会的
論議への貢献をめざします。

テーマリーダー：九州大学  馬奈木俊介

S-11-2 資源環境制約の観点からの
目標と指標の提示
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S-11-4 持続可能な開発目標実現のための
ガバナンスの研究

プロジェクトリーダー：慶應義塾大学  蟹江憲史

S-11-1 資源環境制約下の開発・成長の方向性と目標及び効果的ガバナンスの提示
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新時代に必要な新たなパラダイム
すでにいくつかの領域で限界を超えている地球環境
破壊の現状が、人間開発の状況の悪化を招いているこ
とが、科学的に示されています。この現状を踏まえ、新
たなパラダイムは、これまでのように、持続可能な開発
を経済・社会・環境の3つの「柱」として考えるのでは
なく、地球環境を開発の大前提としての必要条件とし、
その上に社会や経済が成り立っているという重層的な
考え方に変える必要があります（右図）。したがって、
SDGsは必然的に経済・社会・環境を統合的に扱う目標
となります（右図の6つのSDGs提案の例）。

持続可能な開発の新たなパラダイム
Source: Griggs et al. (2013) 

現在及び将来の世代の人類の繁栄が依存している
地球の生命維持システムを保護しつつ、現在の
世代の欲求を満足させるような開発

これまでは、地球環境問題や開発・貧困問題は、それ
ぞれの分野における国際的合意や条約に基づき、活動
が展開されてきました。たとえば、気候変動やオゾン層
保護に関しては、国際的なフレームワーク及び実施・モ
ニタリングシステムの構築等の点において、一定の評価
ができるでしょう。貧困削減等の開発に係る問題に関
しては、MDGs を通じて、先進国による開発援助の増

本研究が目指す
持続可能な開発とは？

本研究で提案するSDGsの基本概念

研究内容

進や多様なステークホルダーの参画促進において進展
がみられました。

しかしながら、持続可能な開発実現のための根幹をな
す環境と開発が相互に関わる問題領域においては、両
者の十分な融合・連携が生み出されず、統合的な取組
にはほとんど進展がみられませんでした。

Project On Sustainability Transformation beyond 2015



●	プロジェクトリーダー：	
	 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授　蟹江	憲史　
	 Email:	kanie@sfc.keio.ac.jp

●	プロジェクト統括班・事務局：
	 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
	 〒252-0882　神奈川県藤沢市遠藤5322
	 Email:	info@post2015.jp	/	TEL	&	FAX:	0466-47-5145

プロジェクトメンバー

お問い合わせ先
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S11-2 資源環境制約の観点からの目標と指標の提示アドバイザリーボード

S11-1	 	資源環境制約下の開発・成長の方向性と目標及び
	 効果的ガバナンスの提示
プロジェクトリーダー／
テーマリーダー

蟹江　憲史 慶應義塾大学

プロジェクト幹事 小坂　真理 慶應義塾大学

梅澤　華子 慶應義塾大学

古賀　真希 東京工業大学

中川　唯 東京工業大学

早川　有香 東京工業大学

元木　悠子 みずほ情報総研株式会社

内藤　彩 みずほ情報総研株式会社

Frank Biermann
アムステルダム自由大学、
Earth System Governance Project

Oran Young カリフォルニア大学サンタバーバラ校

Peter Haas マサチューセッツ大学アマースト校

Arild Underdal オスロ大学

Steinar Andresen Fridtjof Nansens Institutt

Måns Nilsson ストックホルム環境研究所

Joyeeta Gupta アムステルダム大学

Steven Berenstein トロント大学

Marc Levy コロンビア大学

Marcel Kok
PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency

László Pintér 中央ヨーロッパ大学

Dora Almassy 中央ヨーロッパ大学

Laurence Tubiana パリ政治学院

Tancrède Voituriez パリ政治学院

Ruben Zondervan
Earth System Governance Project、
ルンド大学

Lynn Wagner
International Institute for Sustainable 
Development (Canada)

Pamela Chasek
International Institute for Sustainable 
Development (Canada)

Faye Leone
International Institute for Sustainable 
Development (Canada)

Kate Offerdahl
International Institute for Sustainable 
Development (Canada)

サブテーマリーダー 阿部　直也 東京工業大学

Andante Hadi 
Pandyaswargo

東京工業大学

Yunus Fransiscus University of Surabaya

George William C. Hong De La Salle University

サブテーマリーダー 榎原　友樹 株式会社イー・コンザル

越智　雄輝 株式会社イー・コンザル

吉川　実 みずほ情報総研株式会社

サブテーマリーダー 亀山　康子 国立環境研究所

 田崎　智宏 国立環境研究所

S11-4	 	持続可能な開発目標実現のためのガバナンスの研究
テーマリーダー 森　秀行 地球環境戦略研究機関

Eric Zusman 地球環境戦略研究機関

吉田　哲郎 地球環境戦略研究機関

Simon Olsen 地球環境戦略研究機関

宮澤　郁穂 地球環境戦略研究機関

サブテーマリーダー 山田　高敬 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

Robert Lindner 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

Casey Stevens 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

蟹江　憲史 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

梅澤　華子 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

中川　唯 国際連合大学サステイナビリティ高等研究所

サブテーマリーダー 小林　光 慶應義塾大学

白　迎玖 慶應義塾大学

森田　香菜子 慶應義塾大学

清水　規子 地球環境戦略研究機関

サブテーマリーダー 森　晶寿 京都大学

S11-3 開発の観点からの目標と指標の提示
テーマリーダー 北村　友人 東京大学

西村　幹子 国際基督教大学

Mark Langager 国際基督教大学

佐藤　真久 東京都市大学

川口　純 大阪大学

Brent Edwards 東京大学

林　真樹子 東京大学

山崎　瑛莉 東京大学

興津　妙子 東京大学

八木　恵里子 東京大学

荻巣　崇世 名古屋大学

James Williams ジョージ・ワシントン大学

サブテーマリーダー 山本　太郎 長崎大学

サブテーマリーダー 春日　秀文 関西大学

サブテーマリーダー 鎗目　雅 東京大学

Ali Kharrazi 東京大学

テーマリーダー 馬奈木　俊介 九州大学

中村　寛樹 九州大学

玉置　哲也 九州大学

サブテーマリーダー 鈴木　政史 上智大学

池田　和弘 日本女子大学

草郷　孝好 関西大学

原　圭史郎 大阪大学

上須　道徳 大阪大学

サブテーマリーダー 橋本　征二 立命館大学

天野　耕二 立命館大学

島田　幸司 立命館大学

吉川　直樹 立命館大学

サブテーマリーダー 村上　進亮 東京大学

醍醐　市朗 東京大学

西岡　秀三 地球環境戦略研究機関

黒田　かをり CSOネットワーク

富本　幾文 山口大学

植田　和弘 京都大学




