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About the United Nations University 
	
• Established by the UN General Assembly in 
1972 

• UNU operates through a worldwide nexus of 
institutes and programmes that are coordinated 
by UNU Centre in Tokyo. 

• UNU serves as a think tank for the United 
Nations system and provides a bridge between 
the UN and the international academic and 
policy-making communities. 



Areas of activities	

Peace, Security & Human Rights 
Development Governance 
Population & Health 
Global Change & Sustainable Development 
Science, Technology & Society 



UNU Institutes 
	•  UNU encompasses 12 institutes in ten countries.  

•  Each institute has different special areas of works for research and 
capacity building
UNU Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) 

•  UNU Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) 
•  UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of 

Resources (UNU-FLORES) 
•  UNU Institute of Advanced Studies (UNU-IAS) 
•  UNU International Institute for the Alliance of Civilizations (UNU-IIAOC) 
•  UNU International Institute for Global Health (UNU-IIGH) 
•  UNU International Institute for Software Technology (UNU-IIST) 
•  UNU Institute for Natural Resources in Africa (UNU-INRA) 
•  UNU Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) 
•  UNU Institute for Sustainability and Peace (UNU-ISP) 
•  UNU Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation 

and Technology (UNU-MERIT) 
•  UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) 



UNU Maastricht Economic and Social Research 
Institute on Innovation and Technology 
Maastricht, Netherlands 
	 •  Based in southeast Netherlands. 

•  Explores the social, political and economic factors that drive 
technological innovation, with a particular focus on creation, 
diffusion and access to knowledge. 

•  Following the integration of the Maastricht Graduate School of 
Governance in December 2010, the centre now covers all 
aspects of governance in domestic and global organizations, 
from risk assessment to policy analysis, design and evaluation. 

•  In its enlarged form UNU-MERIT functions as a unique 
research centre and graduate school for around 80 PhD fellows 
and 100 Master’s studentsUNU-MERIT offers a four-year 
Joint PhD programme in Economics and Governance and a 
one-year
Master of Science in Public Policy and Human Development. 
There is also distance PHD course called GPAC 2. 



国連大学(UNU)概要 　	
• 国連大学憲章に従って設立（１９７２年） 
• 本部は東京。その他事務局（マレーシア、ドイツ、米国） 
• 研究拠点は１３カ国にある１２研究所と５研修プログラム 
• 途上国の研究機関や研究者の学術面、科学面、行動面
における能力を強化 

• 予算規模：年間５２４０万ドル、スタッフ　５７６名　 
• 国連大学の研究テーマ 
 ①平和、安全保障、人権 
 ②人間および社会・経済の開発とグッド・ガバナンス（正しい統治） 
 ③グローバルヘルス、人口、持続可能な生活、 
 ④地球変動と持続可能な開発 
 ⑤科学、技術、イノベーション、社会	



12の研究所 
 
国連大学は１２の研究所を有し、各研究所が異なる分野で貢献している。 
 
地域統合比較研究所　(UNU-CRIS) (ブルージュ、ベルギー） 
環境・人間の安全保障研究所　(UNU-EHS)　（ボン、ドイツ） 
物質フラックス・資源統合管理研究所　(UNU-FLORES)　（ドレスデン、ドイ

ツ） 
高等研究所　(UNU-IAS)　（横浜、日本） 
国際文明の同盟研究所　(UNU-IIAOC）（バルセロナ、スペイン） 
国際グローバルヘルス研究所　(UNU-IIGH)（クアラルンプール、マレーシ

ア） 
国際ソフトウエア技術研究所　(UNU-IIST)　（マカオ） 
アフリカ自然資源研究所　(UNU-INRA（アクラ、ガーナ） 
水・環境・保健研究所　(UNU-INWEH)　（ハミルトン、カナダ） 
サステイナビリティと平和研究所　(UNU-ISP)　（東京、日本） 
マーストリヒト技術革新・経済社会研究所　(UNU-MERIT)　（マーストリヒト、

オランダ） 
世界開発経済研究所　(UNU-WIDER)　（ヘルシンキ、フィンランド） 



マーストリヒト技術革新・経済社会研究所　 
(UNU-MERIT)　（マーストリヒト、オランダ）	

• 知識の創出と普及とアクセス、技術の変化やイノベーションを推
進する社会・政治・経済的要因を研究および研修 

• 2010年12月にマーストリヒト大学院ガバナンス研究科と統合し、
政策分析・計画・評価、制度およびガバナンス研究も加わる 

• 約60名の研究フェロー、 80名博士フェロー100名の修士課程学
生 

• 研究所、コンサルティング、政策実務者への研修 
• 博士課程：公共政策、イノベーションおよび開発（PhD in Public 

Policy, Innovation & Development） 
• 修士課程：公共政策および人間開発（Master of Science in Public 

Policy and Human Development） 
• 政策実務者向けの通信講座（博士課程：G−PAC および短期講座）	



マーストリヒト	



 
 
 
 
 
 
http://www.merit.unu.edu/ 


