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理念・設立目的
地球環境研究所は、1994年に法学部に設立された地球環境法研究セン
ターを発展的に改組し、1999年に人文・社会・自然科学の各分野から、地
球環境問題を学際的に研究するパイオニアとして発足しました。2005年に
設立された大学院地球環境学研究科、法、経済、理工等各学部の教員が
在籍し、地球環境に関する総合的、学際的な共同研究を目指しています。

特色ある活動
①地球環境問題の学術的研究・調査
②国内外の関係諸機関との連携・協力による教育・研究活動
③環境問題に対する啓蒙活動（各種公開セミナーの共催）

主な活動内容
• 人口バランスと持続可能な都市開発に関する研究。異分野融合による
世界の水問題の解決に挑んでいます。

• 当研究所の「持続的な地域社会の発展を目指した『河川域』をモデルと
した学融合型国際共同研究」が、文部科学省「私立大学研究ブランディ
ング事業」に採択されました。事業期間は2016年度から4年。当該研究
プロジェクトは、事業期間終了後も、引き続き学内の支援を受け実施して
いる。

• アイランドサステナビリティユニットは、気候変動と生物多様性喪失の最
前線で島国と群島が直面する複雑な課題に焦点をあてた、学際的な研
究活動を構築するために2018年に設立されました。

Mission
The Institute for Studies of the Global Environment grew out of the Earth 
Environment Law Research Center that was established in the Faculty of 
Law in 1994. In 1999, the Institute was launched to undertake academic 
research into global environmental issues related to the humanities, society, 
and natural science fields. In 1999, the Institute was launched to undertake 
academic research in global environmental issues, including humanities and 
social science fields. Teaching personnel of faculties of economics, science 
and technology, and other fields are members of the staff, which also includes 
staff from the Graduate School of Global Environmental Studies, established in 
2005.

Representative activities
(1)  Academic research on global environmental issues
(2) Educational activity conducted in collaboration with domestic and overseas 

institutions (collaborative lectures)
(3) Enlightenment activity related to environmental issues (To co-organize var-

ious kinds of open research seminars and symposiums on global environ-
ment issues)

Principal activities
•Research on population dynamics and sustainable urban development.Chal-

lenge toward solving world water problems through trans-disciplinary studies.

•Our project “Trans-disciplinary and Trans-national Research Program for 
Achieving Regional Sustainable Development Goals (SDGs) through River 
Basin Environment Conservation and Management ” was adopted as the  
“Private University Research Branding Project（Type B［World Expansion 
Type］）” of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology. Project period is 4 years from FY 2016.Our research project 
continues with the support of Sophia University even after the Private 
University Research Branding project's period ends. 

•Island Sustainability Unit was established in 2018 to build trans-disciplinary 
research activities focusing on the complex challenges faced by islands states 
and archipelagos on the frontlines of climate change and biodiversity loss.

地球環境研究所
Institute for Studies of the Global Environment

地球環境問題を学際的に追究するパイオニア的存在
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所長／黄 光偉（地球環境学研究科 教授）
中央図書館・総合研究棟4階412B号室
Tel.03-3238-4410　Fax.03-3238-4409
https://dept.sophia.ac.jp/is/risgenv/

理念・設立目的
高度情報化・グローバル化が進む現代社会において、それらの動きに対応
したメディア研究、文化研究やジャーナリズム研究を上智大学の理念を踏
まえて実践すると同時に、広範かつ活発な情報発信機能を有する研究拠
点を学内に形成し、学内外の研究者、メディア関係者、行政機関などとの
連携の上で、国内外のメディア・コミュニケーション研究者等をも交えた国
際的な発信の場に発展させていく。

主な活動計画
①各種研究プロジェクトの実施・運営：具体的なテーマは、以下のとおり。
• メディア・ジャーナリズムの倫理、表現の自由
• 世論認知と世論形成に与える諸メディアの影響
• デジタルメディアのジャーナリズム機能の特徴
• 企業の“ターゲット”と現代の“大衆”
• 日本型エンタティンメントのグローバル展開の可能性
• 大衆のメディア利用とエンタティンメント産業
※現役のジャーナリストとのコラボレーションによる研究プロジェクトの展開
や、海外の研究者をも交えた国際的な研究活動を推進

②ジャーナルの発行：発行タイミング：年１回の発行（Web、電子媒体及び
印刷媒体での発行）

③ 研究会の開催：年3回程度の開催
④シンポジウム：
　 Tokyo Docs（東京ドキュメンタリー・フェスティバル）シンポジウムの開催
　シリーズ企画「放送人の世界～人と作品」の開催

Mission
In this modern society marked by shifts toward advanced, widespread 
information utilization and globalization, Sophia University carries out research 
based on our guiding principles in the fields of media, culture and journalism 
in response to societal changes while forming research centers within the 
University that boast far-reaching, vigorous information communication 
functionality. By engaging in cooperative efforts with on- and off-campus 
researchers, media representatives, government agencies and so forth, we 
are cultivating venues for international exchange of information with media 
communication researchers and others within Japan and abroad.

Planned principle activities
(1)  Implementation and administration of various research projects, with spe-

cific themes as follows:

•Media and journalism ethics, freedom of expression.

•The effects of various forms of mass media on awareness and formation of 
public opinion.

•Characteristics of digital media’s journalistic functions.

•Company targets and the present-day general public.

•Potential for global spread of Japanese-style entertainment.

•The general public’s utilization of media and the entertainment industry
(We will develop research projects in collaboration with currently active 
journalists and promote international research activities with overseas 
researchers.).

(2) Journal publication: released once per year (publication on the Internet and 
via digital and print media.).

(3) Research conferences : we plan to host approximately three per year.
(4) Symposium: Tokyo Documentary Film Festival Symposium.

Hosting of the “World of Broadcasting Experts: People and Works” seminar 
series.

メディア・ジャーナリズム研究所
Institute of Media, Culture and Journalism

メディア・ジャーナリズム研究の国際的発信の場
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