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FUKUSHIMAグローバル広報事業 
FUKUSHIMA Global Communication Programme, FGC 
 

• 国連大学サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP）の新しいイニシアティブ 
FUKUSHIMA Global Communication Programme (FGC) is a new UNU-ISP initiative 

• 日本政府による支援 
Supported by the Japanese government 

 

［UNUについて］ 
About UNU  
 

日本に本部を置く唯一の国連機関 
UNU is the only UN agency headquartered in Japan 

• 中立な研究機関 
a neutral academic organization 

• 「人間の安全保障」と「グローバル･サステイナビリティ」の分野での国際的な評価 
an international reputation in human security and global sustainability 

• 日本と国際社会をつなぐ役割 
UNU-ISP is able to connect Japan to the international community 

 

FGCについて 
Introduction 



• 自然災害は人間の安全保障に対する脅威 
Natural disasters are a threat to human security 

• 気候変動に伴う自然災害の増加 
Increased natural disasters due to climate change 

• 「福島」のような災害（自然災害＋人的災害）が起こる可能性の増大 
Greater possibility of more disasters like FUKUSHIMA:  

natural disaster + man-made disaster 



コミュニケーションと情報伝達 
Communication and Dissemination 

 

情報収集と研究 
Information and Research 

ネットワークと連携 
Networks and Collaboration 

FUKUSHIMAグローバル広報事業 
Fukushima Global Communication Programme 



• 関連研究と科学的レポートの収集 
Compiling relevant research and scientific reports 

 

• 災害の主な原因とそこからの教訓を確認 
Identifying major causes of disaster and lessons to be learned 

 

• 人間の安全保障のアプローチを使った研究の実施 
Undertaking research using human security approach 

 

• 人間の脆弱性に関する問題が焦点 

「原発難民」、ジェンダー問題、心理的影響の問題 
Focus on issues related to human vulnerability 

(nuclear ‘refugees’, gender issues, mental health problems) 

情報収集と研究 
Information and Research 

コミュニケーションと情報伝達 

Communication and Dissemination 

 

情報収集と研究 

Information and 

Research 

ネットワークと連携 

Networks and 

Collaboration 



ネットワークと連携 
Networks and Collaboration 

• ハイレベル諮問委員会 
High level Advisory Committee (HAC) 

– 特別顧問と委員 
Special advisors and members 

– 事業に対して専門的ガイダンスとアドバイスを提供 
Will provide expert guidance and advice to project 

 

• 日本の学術・研究機関とのネットワーク   
Network with Japanese Academic/Research Institutions 
 

• 海外の研究機関との連携 
Collaboration with overseas Research Institutions 
 

• UNU-ISPにおける「レクチャー･シリーズ」 
Lecture series at UNU-ISP 
 

• 国際会議とワークショップの開催 
International conferences and workshops 

コミュニケーションと情報伝達 

Communication and Dissemination 

 

 

情報収集と研究 

Information and 

Research 

ネットワークと連携 

Networks and 

Collaboration 



コミュニケーションと情報伝達 
Communication and dissemination  

 
• 国連大学コミュニケーション・オフィースの役割 

Working with the UNU Office of Communications 
 

• ドキュメンタリー映像製作 
Documentary production 

• ウェブサイトの作成 
Website development 

• 知識の伝播と教育資料の提供 
Knowledge translation and educational resources 

• ソーシャル･メディア 
Social media 

• サイエンス・コミュニケーション 
Science Communication 

 
 

• 多様な情報伝達の対象者 
Targeting range of audiences: 

           政策立案者、研究者、市民社会、一般市民 
              policymakers, researchers, civil society, general public 

コミュニケーションと情報伝達 

Communication and Dissemination 

 

 

情報収集と研究 

Information and 

Research 

ネットワークと連携 

Networks and 

Collaboration 



• 経済安全保障 
Economic security 
 

• 食糧安全保障 
Food security 
 

• 健康安全保障  
Health security 
 

• 環境安全保障  
Environmental security 

• 個人の安全保障  
Personal security 

• コミュニティーの安全保障  
Community security 

• 政治安全保障 
Political security 

人間の安全保障 
 Human Security 



• 伝統的な国家安全保障中心の視点を否定 
Rejects traditional focus on state security 
 

• 人々が直面する脅威に着目 
Concerned with threats that people face 

 

• 多くの人々にとって、戦争よりも深刻な問題であるのが、飢餓、疾病、 
貧困、そして自然災害 
Hunger, diseases, poverty and natural disasters are much greater problems  
than wars for most people 
 
 

• 人間の安全保障とは「恐怖からの自由」と「欠乏からの自由」の達成 
Human security means ‘freedom from fear’ and ‘freedom from want’ 
 
 

• 人間の脆弱性（困難）に着目する「消極的」視点 
‘Negative’ focus on human vulnerabilities 
 
 
 

• 人間の能力に着目する「積極的」視点 
‘Positive’ focus on human agency 
 
 
 

• 人間の安全保障の7つの要素「経済」「食糧」「健康」「環境」「個人」「共同体」「政治的安定」 
7 categories of threat to human security: Economic security, food security, health security, 
environmental security, personal security, community security, political security 

人間の安全保障 
 Human Security 



• 経済安全保障 
Economic security: 
  

– 福島における雇用の喪失 
Loss of employment in Fukushima 

– 農業や漁業に対する大きな打撃 
Big impact on farming and fishing industries 

– 避難に伴う家や所持品の手放し･紛失 
People have lost their houses and possessions from being evacuated 

 

• 食糧安全保障 
Food security: 
  

– 「汚染」食品への恐怖 
Fear over contaminated food 

– 放射線に関する風評被害 
Harmful rumours about radiation 

FUKUSHIMA後の人間の安全保障 
Human Security after Fukushima 



• 健康安全保障  
Health security: 
 

– 限定的に見えるが依然としてはっきりしない肉体的 
な健康被害 
Impact on physical health appears to be limited, but still unclear 

– 精神的健康の問題  
Mental health problems 

– 放射線への恐怖、不安、 抑うつ状態 、 外傷性ストレス障害（PTSD) 
Fear of radiation, anxiety, depression, post-traumatic stress syndrome 
 

 

• 環境安全保障  
Environmental security: 
 

– 福島周辺に依然として残る汚染の問題 
Area around Fukushima still contaminated 

– 汚染水の海への流出 
Problems with radioactive water escaping into ocean 

FUKUSHIMA後の人間の安全保障 
Human Security after Fukushima 



• 個人の安全保障  
Personal security: 
  

– 今でも160,000人に及ぶ避難者 
Almost 160,000 people still displaced 

– 家族関係に対する多大なインパクト 
Big impact on family relationships 

• 「原発離婚」 
‘nuclear divorce’ 

• 父親は残り、母親と子供が避難する家族離散 
Fathers stay, mothers and children move away 
 
 

• コミュニティーの安全保障  
Community security: 
  

– 多くの人々が被災地の町村に戻らない現状 
Many people not returning to old towns in Fukushima 

– 原発再稼動に対する異なる意見 
Disagreement over whether to restart nuclear reactors 

FUKUSHIMA後の人間の安全保障 
Human Security after Fukushima 



• 政治安全保障 
Political security: 
  

– 政府と官僚への信用の揺らぎ 
Loss of trust in government and bureaucracy 

– 東京電力への怒りと不信感 
Anger and distrust towards TEPCO 

– 国際社会における日本に対する信頼の低下 
International community less confident in Japan 

 

 
• FGC事業が扱うのは、原発事故によってもたらされたこれらの人
間の安全保障の問題 
FGC programme will be examining these human security 
challenges caused by FUKUSHIMA accident 

 

FUKUSHIMA後の人間の安全保障 
Human Security after Fukushima 



FGC事業の今後の予定 
Future Plans for the FGC Programme 

• 2014年始め：UNU-ISPにおける国際会議の開催 
International conference in early 2014 at UNU-ISP 
 

• 現地調査 
Field trips: 

– 福島  
Fukushima 

– チェルノブイリ  
Chernobyl   
 

• レクチャーシリーズ  
Lecture series: 

– 国連大学グローバル･セミナ湘南における黒川特別顧問の講演（2013.9） 
Prof. Kurokawa at Global Seminar Shonan Session 

– 国連大学における吉川特別顧問による発表（2013.9） 
      Prof. Yoshikawa at UNU  
 

• 国連大学コミュニケーション・オフィスによるオンラインアイテムの作成 
Developing online presence with UNU Office of Communications 



質疑応答 
Questions? 

Photos: UNU Office of Communications 


