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「世界環境の⽇」ホスト国のSDGs「新国富(IW)」報
告書を出版

トピックス

1972年6⽉5⽇からストックホルムで開催され
た「国連⼈間環境会議」を記念し、国連では6⽉
5⽇を「世界環境の⽇」と定めています。この⽇
に合わせ、今回世界環境の⽇のホスト国である
パキスタンがSDGs報告書「パキスタンの新国
富︓⾃然資本と再⽣への投資（Inclusive
Wealth of Pakistan: The Case for Investing
in Natural Capital and Restoration）」を発表
しました。これは都市研究センター⻑、⾺奈⽊
俊介 主幹教授が代表執筆したもので、同センタ
ーが研究を進めている「新国富指標」を活⽤
し、パキスタンの⾃然資本はじめ、富の価値を
分析・評価しています。「新国富指標」はSDGs
に関する取組を総合的に評価する⽅法として国
連環境計画（UNEP）が推進しており、この報
告書はUNEPおよび九州⼤学発の報告書でもあ
ります。

 パキスタンの新国富は過去10年間に、年平均2.3%増加しています。⼈的資本、⼈⼯資本は増加
していますが、⾃然資本が約0.1%減少しています。この減少を受けて、パキスタン政府により
2019年から始まった「100億本の⽊の津波計画（Ten Billion Tree Tsunami Programme︓
TBTTP) 」での森林再⽣によって、⾃然資源が増加する予定です。同時にコミュニティの参加
や雇⽤創出も期待されています。 

 この報告書では、包括的な富が持続的に成⻑し続けるために、再⽣可能な資源と再⽣不可能な
資源、さらには⼟壌の質や⽔の利⽤可能性など、⽬に⾒えない⽣態系サービスを包括的に考慮し
た投資を⾏うことを議論しています。

出版先︓United Nations Environment Programme (2021). Inclusive Wealth of Pakistan: The case for investing
in natural capital and restoration. Nairobi.
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グローバルな開発⽬標達成のために
気候変動と⽣物多様性保全対策による初の共同報告書を発⾏

トピックス

2021年6⽉10⽇(⽊)、「⽣物多様性と⽣態系サ
ービスに関する政府間科学政策プラットフォー
ム（IPBES）」と「気候変動に関する政府間パ
ネル（IPCC）」 が初めて共同報告書を発⾏し
ました。その最終章「気候-⽣物多様性-社会の
連携による解決策（Solutions at the climate-
biodiversity-society nexus）」では、本学都市
研究センター⻑、⾺奈⽊俊介 主幹教授（⼯学研
究院教授）が総括代表の１⼈として執筆しまし
た。

⽣物多様性の損失と気候変動は、どちらも⼈間
の経済活動によって引き起こされ、相互に強く
影響しています。本報告書では、気候変動対策
が直接・間接に⾃然へ影響を及ぼし、その逆も
起こり得ることを⽰し、⽣物多様性の損失と気
候変動への対策は、それぞれではなく共に⾏う
ことが、利益を最⼤化しグローバルな開発⽬標
を達成すると提⾔しています。

IPBES IPCC 共同報告書 資料からIPBES IPCC 共同報告書 資料から

 

  気候変動と⽣物多様性保全対策は、気
候、⽣物多様性、⼈間社会の⼤きなシ
ステムとして扱うことが成功の鍵とな
ります。成功するためには、保全活動
と気候変動対策について、国境を越え
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て、都市も農村も共に取り組まなくて
はいけません。 この活動が⼈々のニー
ズにも配慮したものであれば、気候や
⽣物多様性の保全だけでなく、⼈間に
とっても有益なものになります。

  ⾃然は、様々な⼈間活動からの排出量
を削減する強い解決策を提供していま
す。
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