
アカデミーの主要国際団体の概況 

 

（１）国際学士院連合（UAI: Union Academique Internationale） 

 １９１９年にフランス碑文・文芸アカデミーのイニシアチブにより、特定課

題のための共同事業を創立し統括すること、また、諸科学（文献学、哲学、考

古学、歴史学、倫理学、政治学、社会学）が UAI に代表される各アカデミーに

よって発展されるように国際協力を促進することを目的に設立。歴史的書類、

考古学的資料、言語地図や辞書等の収集などの協同プロジェクトを行っている。

ベルギー法に基づく私法人。事務局はベルギーの王立科学・文学・芸術アカデ

ミー内に設置。 

 

（２）国際科学会議（ICSU: International Council for Science） 

 １９３１年設立の非政府・非営利の国際学術機関。学問分野を代表する２６

の国際学術団体と９８か国の科学アカデミー等を束ねる科学者コミュニティの

国際的な要。科学アカデミーは原則として各国１組織が加盟。ユネスコと協定

を結び、国際的学術の促進と発展のために密接な関係を維持。他の国連諸機関

とも協力関係にあり、各種の国際協同研究計画を推進。１９９９年、ICSU はユ

ネスコと共催で世界科学会議（ブタペスト）を開催し、２１世紀における科学

の役割を宣言文に取りまとめた。現在の会長は、吉川弘之日本学術会議会長（１

９９９年～２００２年）。 

 

（３）インターアカデミーパネル(IAP: InterAcademy Panel on International 

Issues) 

 １９９３年にニューデリーで開催された各国科学アカデミー代表による人口

問題に関する会議を契機とし、世界の科学アカデミーによる独立した国際フォ

ーラムとして１９９５年に設立。７つの国際学術団体と７７の各国科学アカデ

ミー（各国１組織に限定）が加盟。事務局は、全米科学アカデミーに設置。国

際問題について科学的側面から勧告や情報を政府・国際機関に提供すること、

世界的な学術協力を通じて各国が直面する重要な課題解決に貢献するためのア

カデミーの能力を育成することを目的としている。２０００年に東京で会議が

開催され、｢２１世紀における持続可能性への移行 科学技術の貢献｣を発表し

た。 

 



（アルファベット順、フランス語）

正会員
アルゼンチン フランス
　国立歴史学アカデミー 　碑文文芸アカデミー

　精神科学政治学アカデミー
オーストラリア
　オーストラリア人文科学アカデミー ガーナ

　ガーナ芸術科学アカデミー
オーストリア
　オーストリア科学アカデミー イギリス

　ブリティッシュアカデミー
ベルギー
　王立ベルギー科学文学芸術アカデミー ギリシア

　アテネアカデミー
カナダ
　カナダ人文科学研究連合 ハンガリー　

　ハンガリー科学アカデミー
チリ
　チリ研究所 インド

　インドアカデミー　
中国
　中国社会科学アカデミー イラン

　人文科学研究センター
バチカン市国
　ローマ教皇考古学アカデミー アイルランド　

　王立アイルランドアカデミー
韓国
　国立科学アカデミー イスラエル

　イスラエル科学・人文科学アカデミー
クロアチア
　クロアチア科学芸術アカデミー イタリア

　国立アカデミー連合　
デンマーク 　リンチェイ国家アカデミー
　王立デンマーク科学協会 　トリノ科学アカデミー

　ロンバルディア研究所
エジプト 　ヴェネチア科学・文学・芸術アカデミー
　アラブ言語アカデミー 　科学研究所アカデミー

　国立科学文学芸術協会
スペイン 　国立科学文学芸術アカデミー
　王立歴史学アカデミー 　トスカーナ科学文学アカデミー
　王立精神科学政治学アカデミー 　クルスカアカデミー
　カタルーニャ研究所 　リグリア科学文学アカデミー

　ポンタニアナアカデミー
アメリカ
　米国学識社会評議会 日本

　日本学士院
フィンランド
　フィンランド科学協会 リトアニア
　フィンランドアカデミー 　リトアニア科学アカデミー

国際学士院連合のメンバー



モロッコ スイス
　王立モロッコアカデミー 　スイス人文科学アカデミー

メキシコ チェコ共和国
　メキシコ人文科学研究協会・ 　チェコ共和国アカデミー
　　　　　　　　　美学研究所会議

チェ二ジア
ノルウェー 　チェニジア科学文学芸術アカデミー
　ノルウェー科学アカデミー

トルコ
オランダ 　トルコ歴史学会
　王立オランダ科学アカデミー
　王立オランダ地理学協会

ポーランド
　ポーランド科学アカデミー
　ポーランド芸術・科学アカデミー 連絡会員

カナダ
ポルトガル 　カナダ王立協会
　リスボン科学アカデミー

グルジア
ルーマニア 　グルジア科学アカデミー
　ルーマニアアカデミー

ロシア
ドイツ 　ロシア科学アカデミー
 ドイツ科学・人文科学アカデミー連合
 バイエルン科学・人文科学アカデミー ウクライナ
 ゲッチンゲン 　ウクライナ国立科学アカデミー
　　　　　　科学・人文科学アカデミー
 ハイデルベルグ
　　　　　　科学・人文科学アカデミー
 マインツ科学・人文科学アカデミー
 ノルトライン・ヴァストライン
　　　　　　科学・人文科学アカデミー
 ライプチヒ・ザクセン
　　　　　　科学・人文科学アカデミー
 ベルリン・ブランデンベルグ
　　　　　　科学・人文科学アカデミー

セルビア
　セルビア科学芸術アカデミー

スロバキア
　スロバキア科学アカデミー

スロベニア
　スロベニア科学芸術アカデミー

スウェーデン
　王立文学歴史学考古学アカデミー



（アルファベット順）

ユニオンメンバー
国際人類学・民俗学連合 王立デンマーク科学文学アカデミー
国際天文学連合 エジプト科学研究技術アカデミー
国際生化学・分子生物学連合 エストニア科学アカデミー
国際生物科学連合 フィンランド代表科学文学アカデミー
国際純粋・応用生物物理学連合 フランス科学アカデミー
国際脳研究機関 ドイツ研究協会
国際純粋・応用化学連合 ガーナ芸術科学アカデミー
国際結晶学連合 アテネアカデミー
国際食物科学技術連合 ハンガリー科学アカデミー
国際側地学・地球物理学連合 インド国立科学アカデミー
国際地理学連合 インドネシア科学研究所
国際地質科学連合 王立アイルランドアカデミー
国際科学史・科学哲学連合 イスラエル科学・人文科学アカデミー
国際免疫学会連合 イタリア国立研究会議
国際数学連合 ジャマイカ科学研究会議
国際理論・応用力学連合 日本学術会議
国際微生物学会連合 ケニア国立科学アカデミー
国際栄養科学連合 韓国国立科学アカデミー
国際薬理学連合 ラトビア科学アカデミー
国際純粋・応用物理学連合 レバノン国立科学研究会議
国際生理科学連合 リトアニア科学アカデミー
国際心理科学連合 マレーシア科学技術環境省
国際無線電信科学連合 メキシコ国立科学技術会議
国際土壌科学連合 モルドバ科学アカデミー
国際毒物学連合 モナコ科学センター
国際薬品科学・薬品工学連合 モンゴル科学アカデミー

モロッコ国立科学研究技術
　　　　　　　計画調整センター

正会員 王立ネパール科学技術アカデミー
アルゼンチン国立科学技術研究会議 王立オランダ科学芸術アカデミー
アルメニア科学アカデミー ニュージーランド王立協会
オーストラリア科学アカデミー ナイジェリア科学アカデミー
オーストリア科学アカデミー ノルウェー科学文学アカデミー
アゼルバイジャン共和国科学アカデミー パキスタン科学発展協会
ベラルーシ国立科学アカデミー フィリピン国立研究会議
ベルギー王立科学文学美術アカデミー ポーランド科学アカデミー
ブラジル科学アカデミー リスボン科学アカデミー
ブルガリア科学アカデミー ルーマニアアカデミー
カナダ国立研究会議 ロシア科学アカデミー
チリ科学アカデミー サウジアラビア
中国科学技術協会 　キング・アブドルアジス科学技術都市
中国科学アカデミー（台北） シンガポール国立科学アカデミー
コロンビア国立物理学自然科学アカデ スロバキア科学アカデミー
コスタリカ国立科学アカデミー 南アフリカ国立研究財団
クロアチア科学芸術アカデミー スペイン科学技術省際委員会
キューバ科学アカデミー スリランカ国立科学財団
チェコ共和国科学アカデミー スーダン共和国国立研究センター

国際科学会議（ICSU）に参加しているアカデミー等



王立スウェーデン科学アカデミー
スイス科学アカデミー
タイ国立研究会議
トルコ科学技術研究会議
ウクライナ国立科学アカデミー
英国王立協会
全米科学アカデミー
ウルグアイ国立科学技術研究会議
ウズベキスタン科学アカデミー
バチカン教皇科学アカデミー
ベネズエラ国立科学技術研究会議
ジンバブエ研究会議

準会員
バングラデシュ科学アカデミー
ブキナファソ国立科学技術研究センター
カメルーン科学アカデミー
カリブ科学アカデミー
コートジボアール科学協会連合
グルジア科学アカデミー
グアテマラ医学物理学自然科学アカデ
ヨルダン王立科学協会
カザフスタン共和国国立科学アカデミー
マダガスカル科学研究省
モザンビーク科学研究協会
セネガル研究者協会
セイシェル環境運輸省
チュニジア科学技術医科大学
ウガンダ国立科学技術会議

オブザーバー
ボリビア国立科学アカデミー
イラン・イスラム共和国テヘラン大学
イラク高等教育科学研究省
朝鮮民主主義人民共和国科学アカデミー
パナマ大学
スワジランド国立研究会議



（アルファベット順）

国際学術団体
アフリカ科学アカデミー イタリアリンチェイ国立アカデミー
アジア科学アカデミー・学会連盟 日本学術会議
カリブ科学アカデミー ヨルダン王立科学協会
全欧州アカデミース カザフスタン科学アカデミー
国際科学会議 ケニア国立科学アカデミー
ラテンアメリカ科学アカデミー 朝鮮民主主義人民共和国科学アカデミー
第三世界科学アカデミー 韓国国立科学アカデミー

ラトビア科学アカデミー
リトアニア科学アカデミー

各国科学アカデミー マケドニア科学芸術アカデミー
アルバニア科学アカデミー マレーシア科学アカデミー
アルゼンチン物理自然科学国立アカデミー メキシコ科学アカデミー
アルメニア国立科学アカデミー モルドバ科学アカデミー
オーストラリア科学アカデミー モンゴル科学アカデミー
オーストリア科学アカデミー モロッコ王国アカデミー
バングラデシュ科学アカデミー 王立ネパール科学技術アカデミー
ベラルーシ国立科学アカデミー 王立オランダ科学芸術アカデミー
ベルギー王立科学文学美術アカデミー ニュージーランド王立学会
ボリビア国立科学アカデミー ナイジェリア科学アカデミー
ボスニア・ヘルツェゴビナ ノルウェー科学文学アカデミー
　　　　　　　科学芸術アカデミー パキスタン科学アカデミー
ブラジル科学アカデミー フィリピン国立科学技術アカデミー
ブルガリア科学アカデミー ポーランド科学アカデミー
カナダ王立協会 リスボン科学アカデミー
チリ科学アカデミー ルーマニアアカデミー
中国科学アカデミー ロシア科学アカデミー
コロンビア国立物理学自然科学アカデミー シンガポール科学アカデミー
クロアチア科学アカデミー スロバキア科学アカデミー
キューバ科学アカデミー スロベニア科学アカデミー
チェコ共和国科学アカデミー 南アフリカ科学アカデミー
王立デンマーク科学文学アカデミー スペイン王立物理自然科学アカデミー
エジプト科学研究技術アカデミー スリランカ国立科学アカデミー
エストニア科学アカデミー 王立スウェーデン科学アカデミー
フィンランド代表科学文学アカデミー スイス科学アカデミー会議
フランス科学アカデミー タイ科学技術アカデミー
グルジア科学アカデミー トルコ科学アカデミー
ドイツ科学･人文科学アカデミー連合 ウクライナ国立科学アカデミー
ガーナ芸術科学アカデミー 英国王立協会
アテネアカデミー 全米科学アカデミー
グアテマラ医学自然科学アカデミー ウズベキスタン科学アカデミー
ハンガリー科学アカデミー バチカン教皇科学アカデミー
インド国立科学アカデミー ベネズエラ国立物理学数学
インドネシア科学アカデミー 　　　　　　　自然科学アカデミー
イラン・イスラム共和国科学アカデミー
王立アイルランドアカデミー
イスラエル科学・人文科学アカデミー

インターアカデミーパネルに参加しているアカデミー等


