気候変動への適応
安全で豊かな社会
サステイナビリティへの貢献

地球変動
適応科学
研究機関

南太平洋の小さな島国の多くは、地球温暖化による海面上昇によって
水没の危機、国土の消失の危機に曝されている。
その反面、温室効果ガスの排出量は少なく、自分達だけの力では温暖化を止めることができない。
だから、温暖化の影響がいかに厳しいかを言うばかりでは、
住民の無力感を増幅するだけで、社会の向上の役に立たない。
途上国など悪影響を受ける立場の人たちは、温暖化問題に対してどのような未来ビジョンが描けるのだろうか。
この問いに対する答えが気候変動への適応である。
世界にとっての温暖化対策は、温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と悪影響を和らげる適応策の二つが必要だ。
世界の大半の国々にとっては、気候変動とどう向き合い、その中で暮らしていくか、
知識を集約し、知恵を出し合い、温暖化や気候変動にどのように適応していくかを今考えなくてはならない。
次世代のみんなのために。
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候、資源・エネルギー、生態系などからなる「地球システム」、国を特徴づける
政治制度、経済制度、産業構造、技術体系などからなる「社会システム」、個人の

地球、社会、人間の３つのシステムの相互関係がうまく機能していれば、人間
と自然が共存する持続可能な社会が維持されるはずです。しかし、現実にはこ
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ライフスタイル、健康、価値規範などからなる「人間システム」の３つのシステ
ムがその構成要素とされています。

貧困
感染症の拡大
自然災害の多発

大量生産
大量消費
大量破棄

社会システム
政治
経済

人間システム
ライフスタイル
健康

産業

価値規範

技術

循環型社会

れらの相互関係に綻びが見受けられます。
サステイナビリティ学は、地球環境や人間の安全保障の問題に代表される３
つのシステム、およびそれらの相互関係の破錠をもたらしつつあるメカニズ
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1. 気候変動の影響予測と適応技術・政策の提案
2.サステイナビリティ学の視点を持った人材の育成
3.サステイナビリティ学に関する研究教育の国際的ネットワークの拠点構築

研究
第１部門

適応のための工学的手法開発

第２部門

気候変動適応型の農業技術開発

第３部門

適応のための生活圏計画・適応政策

第４部門

新しい安全・安心社会のあり方

研究プログラムの
4つの部門
第

1

部門

適応のための
工学的手法開発

皆さんも、最近の集中豪雨の頻発化や台風の巨大化など気候変動を実感していると思います。実
際、気候変動に起因すると思われる様々な自然災害が多くなっています。これからは、起きるで
あろう気候変動に対して、私達の生活を支えている社会基盤施設の実力を見直し、防災能力を向
上させることが必要不可欠です。第 1 部門では、土木工学、IT 技術など工学的技術を活用した気
候変動に適応できるサステイナブルな技術の構築を目指しています。
研究課題
①日本における複合影響評価と適応技
②IT技術を用いた適応策の検討
③環境負荷低減と災害低減を同時に満足する技術の開発
第

2

部門

気候変動適応型の
農業技術開発

気候変動適応型農業の基盤構築に関する研究を行っています。気候変動下でのアジア農村にお
ける持続可能な土地利用・農牧業システム、適応型栽培技術の開発、および農地生態系における
土壌・水系物質循環保全などをテーマとしています。草原の乾燥化および人為的撹乱が植物群
集に与える影響の分析や、作物が夏の異常高温等によって受ける障害や被害の発生要因の解
明、さらにはカバークロップや不耕起栽培などの農法と温室効果ガス発生との関係を解析して
います。
研究課題
①気候変動下のアジア農村における持続可能な土地利用
②気候変動適応型栽培技術の開発
③気候変動下での農地生態系における土壌・水系物質循環保全
第
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部門

適応のための
生活圏計画・適応政策

都市生活圏を対象として、気候変動や自然災害に対する地域の人々の考え方や適応行動、気候
変動による都市環境機能や景観・観光資源への影響、地域の再生資源の利用システムと再生可
能エネルギーの開発可能性、地域のエネルギー消費と CO2 排出構造、土地利用計画や交通政策
など地域レベルの緩和・適応策に関する分析評価に基づいて、気候変動に対する適応のための
都市計画、適応政策のあり方とメニューを提案します。
研究課題
①気候変動への適応計画
②地域の再生可能資源の分析評価と再生可能エネルギーの開発
③地域適応策の指針
第

4

部門

新しい
安全・安心社会のあり方

新しい安全・安心社会のあり方を追求します。気候変動に脆弱な国々における安全保障への脅
威と国家安全保障戦略との関係に関する研究をはじめ、大災害時などに顕在化しやすい社会的
な不平等の現状を捉え、社会的公平をいかに実現させるかを検討しています。また戦争・紛争等
に端を発する地域コンフリクトをいかに緩和し「共生の知」を生み出していけるのかについて、
現地調査とあわせて理論的検討も行っています。
研究課題
①気候安全保障政策の提言
②社会的公平に関する研究
③「共生の知」の創出

サステイナビリティ学
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問題解決を促すファシリテーション能力を

「茨城大学大学院サステイナビリティ学教

有する専門家を育成することを目標として

育プログラム」は、持続可能な人類社会を
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構築するために地域及び国際的に活躍でき

本プログラムは、SSCの参加大学との協力

るサステイナビリティ学の専門家の育成を
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目指す大学院横断型修士課程プログラム

教育プログラムの特色
茨城大学大学院サステイナビリティ学教育プログラムは、全研究科横断型の教育プログラムです。
低炭素社会や循環型社会、
自然との共生など持続可能な社会をつくるための幅広い知識と専門知識の両方を持った専門家の育成を目指しており、
SSCと連携した教育活動を実施します。
■東京大学をはじめとするSSC参加大学との単位互換や共通の国際実践教育プログラムへの参加機会があります。

主専攻（コース）
と副専攻（プログラム）
理工学研究科の都市システム工学専攻にサステイナビリティ学コース
（主専攻プログラム）
が設置されるほか、
研究科ごとにそれぞれサステイナビリティ学プログラム
（副専攻プログラム）
が開設されます。
■サステイナビリティ学コースは、30単位の修得が課せられる主専攻プログラムです。

■サステイナビリティ学プログラムは、10単位の修得が課せられる副専攻プログラムです。

修了認定証
所定の単位を修得した大学院生には、所属専攻の修士号とともに「サステイナビリティ学コース／プログラム修了認定証」や
「SSC共同教育プログラム修了認定証」が授与されます。
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大学院
（修士・博士前期課程）

持続可能な社会構築のために
国際的に活躍できる専門家の育成
①人間と環境の相互関係を見渡せる俯瞰的視野を持つ人材
②特定の分野の専門知識を持つ人材
③問題解決に挑む意欲とスキル、国際性を持つ人材

心（マインド）
・技（スキル）
・知にわたる
実践的教育
サステイナビリティ学教育プログラム
サステイナビリティに関する俯瞰的共通科目

●
●

特定の専門分野の専門科目

●

英語による講義（一部）

●

国際的な環境の中で行う演習・修士論文

SSCとの連携
●

参加大学との単位互換（東大等）

●

共通の国際実践教育プログラム
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