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New UNU Analysis Warns That Desertification Is  

“The Greatest Environmental Challenge of Our Times”  
 

On Thursday, 28 June, at United Nations Headquarters in New York, United Nations 
University (UNU) experts will present an analysis that urges governments to overhaul their 
policy approaches to the issue of desertification.  
 
The analysis, an outcome of the December 2006 joint international conference on 
“Desertification and the International Policy Imperative”, warns that within a single generation, 
the loss of soil productivity and the degradation of environmental life-support services could 
lead to mass migrations of people driven from degraded areas, thereby posing imminent 
threats to international stability. It outlines a multi-point prescription for policy reform at 
every level of government to deal with the issue of desertification, based on the input of 200 
experts from 25 countries. 
 
A full media release (in English only) will be made available on the UNU website on 
Thursday morning (28 June), as well as a link to the UNU International Network on Water, 
Environment and Health (UNU-INWEH)policy brief on “Overcoming One of the Greatest 
Environmental Challenges of Our Times: Re-thinking Policies to Cope with Desertification”.  
 
To request an interview with UNU-INWEH Director Zafar Adeel or other contributors to 
the desertification policy analysis, please contact Naoko Yano, UNU Office of Communications 
(tel: 03-5467-1311; e-mail: media@unu.edu). 
 

国連大学 新たな分析で 
砂漠化は「現代の最大の環境問題」と警告  

 
国際連合大学（UNU）の専門家らは 6 月 28 日(木)、ニューヨークの国連本部で分析結果の発

表を行い、砂漠化の問題に対する政策的アプローチを見直すよう各国政府に求めることにし

ている。  

 

本分析は 2006 年 12 月に開かれた共同国際会議「砂漠化と国際緊急政策」の成果をまとめた

もので、今後 30 年間の土壌生産性の逸失および環境の生命維持機能の劣化によって、それら

地域の人々が大量移住する可能性があり、国際的な安定に、差し迫った脅威を与えていると

警告している。本分析では、25 カ国の 200 名の専門家の意見にもとづき、砂漠化の問題に対

処するため、各レベルの行政府における様々な政策改革の方法を略述している。 

 

メディアリリース（英語のみ）全文、ならびに国連大学水・環境・保健に関する国際ネット

ワーク（UNU-INWEH）の政策提言「現代の最大の環境問題のひとつを克服する：砂漠化に立ち

向かうための政策再考」へのリンクは、6 月 28 日木曜日午前、国連大学のウェブサイトで発

表される予定。 尚、本レポートについて、UNU-INWEH 所長のザファール・アディールによる

電話取材をご希望の方は、下記担当者までご連絡ください。 

国連大学広報部 PR/ メディア・コーディネーター 谷野（やの） 

(TEL:03-5467-1311 e-mail: media@unu.edu） 
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