
持続可能なライフスタイルに関する	  
国際シンポジウム –	  ESDの視点から–	  

	  
竹本　和彦	  

ESDプログラムディレクター	  
国連大学高等研究所	  

	  
2013年10月21日	  



目　次	

　	 

1.  国連「ESDの10年」の国際的背景 

2.  国連大学におけるESDの取組み　 

3.  RCEネットワークの発展 

4.  2014年に向けた取組み 

	
	



国連「ESDの10年」の国際的背景 	  
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•  国連環境と開発に関する世界首脳会議（リオ・サミット）開催 
•  アジェンダ21 (第36章)  1992 

•  持続可能な開発に関する首脳会議 (Rio+10, ヨハネスブルグ・サミット) 
•  国連総会決議として「ESDの10年」採択 2002 

•  国連「ESDの10年」 スタート (DESD: 2005-2014)  2005 

•   国連「ESDの10年」中間年　– ESD世界会議（ドイツ・ボン） 2009  

•  持続可能な開発に関する首脳会議 (リオ+20） - 『The Future We Want』 2012 

•  国連「ESDの10年」最終年 – ユネスコESD世界会議 (愛知・名古屋)  2014 

•  MDGs（ミレニアム開発目標）ターゲット・イヤー  
•  グローバル・アクション・プログラム (ESDの10年のフォローアップ) 2015 

国際的 
背景 



持続可能な開発	  
（Sustainable	  Development）	  

	  
持続可能な開発（Sustainable	  Development）	  
とは・・・	  

§  将来の世代が自らのニーズを充足する能力を
損なうことなく、今日の世代のニーズを満たす
ような開発	  

§  ”Our	  Common	  Future	  (1987)”：ブルントラント
委員会報告	
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国際的 
背景 



１９７８年	 １９９８年	

《ヒマラヤの氷河の融解》 

地球温暖化の進行＜既に現れている影響＞	

u 20世紀後半の北半球の平均気温は過
去1300年の中で最も暖かかった可能
性が高い	

u 氷河が大幅後退	

u 世界各地での異常気象の頻発（豪雨・
洪水、干ばつ、台風、猛暑）	

u 20世紀中に平均海面水位17cm上昇	

　　（IPCC第４次報告書より）	

平均地上気温 （1961～1990年の平均気温との偏差） 	

線形トレンド	
データからひいた曲線	

10年ごとの誤差範囲	
　(5～95%)	

○過去100年間で世界平均気温が0.74℃上昇	

○最近50年間の気温上昇傾向は、過去100年間のほぼ２倍	
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（IPCC第４次評価報告書(2007)より　  国立環境研究所・環境省作成）	

世界の温室効果ガス排出量	
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アラル海（1957年当時の海域との比較）	  

 



リオ・サミットにおける	  
「持続可能な開発のための教育」	  

§  １９９２年ブラジルのリオデジャネイロで「環境と開

発に関する世界首脳会議（リオサミット）」 開催	  
§  リオ宣言第１０原則で「環境問題は関心のあるす

べての市民が適時参加することで最も良く対処さ

れる」が強調	  
§  アジェンダ２１の第３６章にESDの概念「持続可能

な開発のための教育、意識啓発、研修の推進」

が盛り込まれる	  

	  
8 

国際的 
背景 



持続可能な開発のための教育 
Education for Sustainable 

Development (ESD)	  

　 経済的、社会的、環境的な側面を総合的に
考慮して将来の社会のあり方を考える方法
を身につけるための教育	
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環境 

社会  経済 

持続可能な開発の3領域	

国際的 
背景 
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国連持続可能な開発のための10年	  
(DESD: 2005-2014) 	  

§ 　持続可能な開発に関する首脳会議（ヨハネスブルグ・	

　　サミット）でNPOからの提言を受けて日本政府が提唱　　	

　　（2002年9月）	  

§  第57回国連総会決議として採択（2002年12月） 
§  ユネスコを国際的な推進役として指定	  
§ 　国際実施計画（2005年9月策定）を踏まえ 
　　各国が国内実施計画を策定し、実施する 
　　よう要請 
§ 　「ESDの10年」関係省庁連絡会議を内閣に 
    設置（2005年12月） 

国際的 
背景 



DESDのビジョンと戦略 

§  DESDのビジョン 
	  誰にも質の高い教育から恩恵を受ける機会があり	  
	  持続可能な未来や好ましい社会的な変化のために	  
	  要求される価値観、行動及びライフスタイルを学ぶ	  
	  機会がある世界	  

§  DESD推進の４本柱 
•  基礎教育へのアクセスおよびその質を改善する	  
•  教育を持続可能な開発の対応するよう再編成する	  
•  持続可能性について人々の理解と認識を向上させる	  
•  訓練の提供	
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国際的 
背景 



Rio+20	  成果文書	  “The	  Future	  We	  Want”	  
（我々の望む未来）におけるESDの位置づけ 	  	  

我々は、「持続可能な開発のための教育」を促進する

こと、並びに「国連ESDの10年」（2005～2014年）以降

も持続可能な開発を教育に統合していくことを決意す

る。（パラグラフ	  233）	  

UN	  Conference	  on	  Sustainable	  
Development	  (Rio+20)	  in	  2012	  
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国際的 
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国連大学高等研究所	  
ESDプログラム	  

§  日本政府の支援のもと、2003年ESDプログラム	

    スタート	

主要な活動分野	

q  「国連ESDの10年」に関する普及啓発	

q  地域の拠点（RCE）づくりとそのネットワークを

 通じた地域に根ざしたアプローチの推進	

q  大学・大学院におけるESD活動の強化

（ProSPER.Net）	  
14 
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ProSPER.Net:	  PromoJon	  of	  Sustainability	  in	  
Postgraduate	  EducaJon	  and	  Research	  Network	  	  
	  （アジア太平洋環境大学院）	  

§  持続可能な開発分野における優れた教育・研究プログラム

をもつアジア太平洋地域の大学院のネットワーク 
§  大学院の講座やカリキュラムに持続可能な開発を組み入

れることを目指し活動 
§  2013年10月現在、30のメンバーが加盟	

UNU-IAS  
ESD活動 ESD	  Programme	  	  

Flagship	  IniJaJve	  	  



	  Regional	  Centres	  of	  ExperJse	  on	  ESD	  
	  ESDを地域で推進するための地域の機関・団体の	  
	  ネットワーク 「地域の拠点」　	  

	  

§  「教育の10年」の目標（持続可能な開発に向けたグロー

バルな学習の場の構築）を地域レベルで実現するため

の手段として国連大学が提唱	

§  高等教育機関、初等中等教育機関、自治体、ＮＧＯ 	  	  	  	  	  	  
その他地域のESD推進者間の革新的な連携・協力の  

ための対話の場	  
§  ウブントゥRCE審査委員会の勧告を受けて、国連大学が	  
　　認定	  
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ESD Programme  
Flagship Initiative  

UNU-IAS 
ESD活動 
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初等教育 

中等教育 

コミュニティ指導者 
地方公共団体 

植物園 
博物館・科学館 研究機関 

よこのつながり 

た
て

の
つ

な
が

り
 

Regional	  Centres	  of	  ExperJse	  	  
on	  ESD	  (RCEs)	  

Formal education Non-formal education 

地元企業 

自然公園 

 メディア 

地元NGO 

動物園 

初等教育 

大学 

中等教育 

大学 

セクター間 
連携	

UNU-IAS 
ESD活動 
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2005 

7 99 120 

2009 

74 

DESD中間年（2009） 

赤字：国連大学によって認定されたRCE数 

RCEネットワークの発展	  

2013 2014 2007 2011 

47 

DESDスタート(2005)  

2003 国連大学高等研究所ESDプログラム設立	  
2004 RCE概念を発表	  

第８回グローバル
RCE会議（2013） 

（ナイロビ） 

RCEグローバ
ル会議（2006年
より毎年開催） 

第９回グローバル
RCE会議（2014） 

（岡山） 

DESD最終年 (2014) 
　 ユネスコESD世界会議 

（愛知・名古屋） 
 

グローバル 
アクションプログラム 

開始 

RCE評価の議論の始まり 

RCEテーマ別・運
営ネットワーク 
展開（2008） 

 

RCE大陸別 
ネットワーク 
展開（2007） 

RCE  
ネットワーク 
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120	  RCEs	  Worldwide	  	  



RCEネットワークの発展	  
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大陸別ネットワーク: 大陸別のRCE地域会合を開催	

	アメリカ大陸：ペルー・リマ（2013年2月）	

	ヨーロッパ：オランダ・ケルクラーデ（2013年5月）	

	アフリカ：ナイジェリア・アブジャ（2013年8月）	

	アジア太平洋地域：北九州市（2013年10月）	

		

		
	
	
	
 

RCE  
ネットワーク 



RCEネットワークの発展	  
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   テーマ別ネットワーク	

    	生物多様性、気候変動教育、ユース、伝統知識と医療	
	持続可能な消費と生産、教員養成、高等教育とESD、　
	防災教育など	

 

RCE  
ネットワーク 



RCEネットワークの発展	  
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グローバルRCE会議	

2006年　日本・横浜 
2007年　マレーシア・ペナン 
2008年　スペイン・バルセロナ 
2009年　カナダ・モントリオール 
2010年　ブラジル・クリチバ 
2011年　オランダ・ケルクラーデ　 
2012年　韓国・トンヨン 
2013年　ケニア・ナイロビ 

 　（11月26～29日） 
2014年　日本・岡山（11月４〜７日） 

RCE  
ネットワーク 



RCEとESDに関するトンヨン宣言	  
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RCEポジションペーパー 
 
戦略的計画 
§  RCEとグローバルラーニング

スペース 
§  RCEと能力開発 
§  RCEと研究開発（R&D)  

  
テーマ別行動計画 
§  RCEと気候変動 
§  RCEとヘルス 
§  RCEと高等教育 
§  RCEと伝統的知識および 
　　生物多様性 
§  RCEとユース、学校 
 

RCE  
ネットワーク 
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RCE	  オンライン	  
コミュニティー＆レポート	  

RCE  
ネットワーク 
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2014	  ESD	  ウィーク　	  
ユネスコESD世界会議	  &	  ステークホルダー会合 	  

★
Conference on Higher 
Education Sustainability 
Initiative (HESI) 

2014年の 
取組み 

2014年に向けた 
取組み 



グローバルRCE会議概要（案）	  
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プログラム（2013年のプログラム例） 
•  全体会合（基調講演、等） 
•  分科会（大陸別、テーマ別、ガバナンス・連携など戦略

面、コミュニケーションなど運営面に関する議論） 
•  政策決定者による円卓会議 
•  RCE アワード 
•  2014年以降のESD促進にむけたRCEの貢献 

 （Global Action Programmeへのコミットメント） 　 

　→ 他のステークホルダー会合との交流・連携 
　→ ユネスコESD世界会議へのインプット、サイドイベント 

 開催（予定） 

2014年に向けた 
取組み 



 
 

詳細はUNU-IASウェブサイトをご覧下さい 
www.ias.unu.edu/efsd 

 
ご清聴ありがとうございました	  


