
第 5回 Future Earth in Asiaセミナー 

Future Earth Science & 
          Sustainable Development

１０月１９日 ( 月）　  15.00-17.00

Future Earth Executive Director
Paul Shrivastava 

総合地球環境学研究所　講演室

Future Earth は、自然と調和した持続可能な社会の実現に向
けて、様々な課題の解決を目指し、科学と社会の垣根を越え
た超学際研究を推進する、地球変動研究のプラットフォーム
である。本年 9月、国際社会のリーダーが持続可能な開発目
標に合意した。これらの目標を実現するには、科学研究、科
学と政策の対話、進捗を計り、監視する科学と社会の連携が
欠かせない。日本は、東京に Future Earth 国際本部事務局、
京都にアジアセンターを擁し、持続可能な開発のための科学
的な解決策を明確にする上で、牽引的な役割を担っている。
地球規模の目標達成のために、地域規模で何ができるかを
探求する。
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Paul Shrivastava　
インド、ボーパール生まれ。ニューヨーク大学スターンスクール（経営大学院）准教授、コンコーディア大学　
デイヴィッド・オブライエン　サステイナブル　エンタープライズ　センター名誉教授・ディレクター（カ
ナダ、モントリオール）などを経て、2015 年 2 月より Future Earth 事務局長。30 年を超える経営学教育、起
業、主要多国籍企業へのコンサルタントの経験を持つ。インド最大級の IT 企業、Hindustan Computers 社の創
設に携わる一方で、1980 年代のインド　ボーパール危機ではユニオン・カーバイド社とインド政府の調停を行
うNPOを設立。Academy of Management（経営学に関する世界最大級の学術団体）に組織・自然環境部門を創設。
フルブライト奨学生として京都大学に留学、日本企業の環境管理を研究。

Paul Shrivastava was appointed in February 2015, joining Future Earth from Concordia University where he was 

David O’ Brien Distinguished Professor of Sustainable Enterprise, and the Director of the David O’ Brien Centre 

for Sustainable Enterprise. Shrivastava has more than three decades of experience in management education, 

entrepreneurship, and working as a consultant to major multi-national corporations. He was tenured Associate 

Professor of Management at NYU Stern School of Business, Howard I. Scott Professor of Management at 

Bucknell University, and helped establish the International Research Chair in Art and Sustainable Enterprise at 

ICN Business School in Nancy, France. He was part of the management team that launched one of India’ s 

largest computer companies, Hindustan Computers Ltd, and founded a non-profit organisation to mediate the 

crisis between Union Carbide Corporation and the Indian government during the Bhopal crisis in the 1980s. He 

has published 18 books and over 100 papers in academic and professional journals. He founded the 

Organizations and Natural Environment Division of the Academy of Management (the world's largest academic 

professional association in Management studies).

Future Earth is a platform for global change research that seeks to develop transdisciplinary, solutions oriented, 

science for addressing challenges of human sustainability in harmony with nature.   Global goals for sustainable 

development were signed by world leaders in Sept 2015.  Implementing these goals will require scientific 

research, science policy dialogues and science society interactions for measuring and monitoring progress.  

Japan is home to both a global hub (Tokyo) and a regional centre (Kyoto) of Future Earth and plays a key 

leadership role in articulating scientific solutions for sustainable development.  We will explore possibilities of 

regional collaborations to facilitate implementation of global goals.
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