
全体会合2  [P-2]

 低炭素社会構築に向けて「知恵の結集」を世界でどう進めるか
[モデレーター＆キーノートスピーカー] 
 ビンドゥ・N・ロハニ   アジア開発銀行（ADB）副総裁
[スピーカー]  
 ロン・ベニオフ   低排出開発戦略（LEDS）グローバルパートナーシップ / グリーン成長ベストプラクティス・イニシアティブ ディレクター
 ジョン・ウェルズ   アジア低排出開発戦略パートナーシップ事務局長 / 低排出アジア開発（LEAD）プログラム事務局長
 デービッド・ワリロー   英国エネルギー・気候変動省科学部部長
 ジャカニット・カナヌラック   タイ温室効果ガス管理機構（TGO）能力開発・アウトリーチ室ディレクター
 田村　政美   外務省国際協力局気候変動課長

ランチセッション  [L-1]

 アジアの大気汚染改善と気候変動の緩和に向けた統合的アプローチ
[モデレーター] 
 マーク・エルダー   IGESプログラム・マネージメント・オフィス シニアコーディネーター / 上席研究員
[スピーカー] 
 秋元　　肇   アジア大気汚染研究センター（ACAP）所長
 小柳　秀明   IGES北京事務所長
 スパット・ワンウォンワタナ   EANET事務局コーディネーター
 ケビン・ヒックス   ストックホルム環境研究所（SEI, ヨーク）/ ヨーク大学環境学科シニアリサーチフェロー
 鈴木　克徳   金沢大学環境保全センター長・教授
 エリック・ザスマン   IGES持続可能な社会のための政策統合領域エリア・リーダー / 上席研究員
[討論者] 
 藤田 　宏志   環境省水・大気環境局大気環境課課長補佐

オープニングセッション  [OP]

 オープニング
主催者挨拶
 浜中　裕徳   IGES理事長
 ゴヴィンダン・パライル   国連大学高等研究所所長 / 国連大学副学長
来賓挨拶
 谷津　龍太郎   環境省環境事務次官
 吉川　伸治   神奈川県副知事

全体会合１  [P-1]

 グリーン経済：アジア太平洋地域の視点
[モデレーター] 
 幸田 シャーミン   ジャーナリスト
[キースピーカー] 
 ラジェンドラ・K・パチャウリ   エネルギー資源研究所（TERI）所長 / 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長
 桜井　正光   株式会社リコー特別顧問
[討論者] 
 チュン・ラエ・クウォン   国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）環境開発部部長
 西本　伴子   国連環境計画（UNEP）地域協力局長

   休憩

第5回  持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）
持続可能な未来への道を拓く：グリーン経済－アジア太平洋地域の視点

プログラム

5つのサブテーマにて、パラレルセッション
及びランチセッションを開催します。

9:30

10:00

10:00

11:30
11:30
11:45

13:00

13:15

14:30

503号室

503号室

503号室

502号室

A  アジアにおけるグリーン経済　　 B  グリーン経済とビジネス　　 C  気候変動枠組みとアジア
D  低炭素都市発展　　　　　　　 E  ローカル・レジリエンスとグリーン経済　

2013年 7月23日（火）

C

2013年
7月23日火
7月24日水
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福島からの発信：
地域のレジリアンスの強化に向けて

パラレルセッション  [PL-3]

パラレルセッション  [PL-5]パラレルセッション  [PL-1]

パラレルセッション  [PL-4]パラレルセッション  [PL-2]

14:45

16:15

16:30

18:00

[モデレーター] 
竹本　和彦
国連大学高等研究所 プログラム・ディレク
ター / 環境省参与 / 東京大学IR3S地球環
境政策アドヴァイザー

[キーノートスピーカー]
武内　和彦
国連大学上級副学長 / 東京大学サステイ
ナビリティ学連携研究機構（IR3S）機構長・
教授

[パネリスト] 
田中　知
東京大学大学院工学系研究科教授

堤　敦朗
国連大学国際グローバルヘルス研究所
リサーチフェロー

二村　まどか
国連大学サステイナビリティと平和研究所
（UNU-ISP）学術研究官

[モデレーター] 
鈴木　浩
福島大学名誉教授 / 
福島県復興ビジョン検討委員会座長 / 
IGESシニアフェロー

[キーノートスピーカー]
馬場　有
福島県双葉郡浪江町長

[スピーカー] 
エーリッヒ・ワース
ドイツ連邦放射線防護庁原子力災害
対策部長

タティアナ・デュラノヴァ
スロバキアVUJE数学者 / 
災害計画エキスパート

インガー・マルグレーテ・エイケルマン
ノルウェー放射線防護局原子力安全・環境
放射能部極北課長

[討論者] 
ヴィクター・アベリン
ベラルーシ放射能研究所長

ジル・ヘラルドーデュブリル
フランスMUTADIS所長

 福島における復興活動と
　海外への発信：地域レジリ
　エンス強化の観点から

　 511+512号室

 原子力災害に備えて：
    福島と欧州からの教訓

　 511+512号室

14:45

16:45

[モデレーター]  
浜中　裕徳
IGES理事長

[スピーカー] 
増井　利彦
国立環境研究所 社会環境システム研究
センター統合評価モデリング研究室長

田村　堅太郎
IGES気候変動とエネルギー領域エリア・
リーダー / 上席研究員

上野　貴弘 
電力中央研究所主任研究員 / 
東京大学公共政策大学院客員研究員

亀山　康子
国立環境研究所 社会環境システム
研究センター室長

高村　ゆかり
名古屋大学大学院環境学研究科教授

2℃目標へ向けた新たな
　国際気候変動枠組み

　 502号室

 アジア太平洋の経済統合と
　グリーン経済

　 503号室

14:45

16:15

16:30

18:00

[モデレーター] 
松下　和夫
IGESシニアフェロー / 京都大学名誉教授

[スピーカー]
盛馥来
国連環境計画（UNEP）経済貿易部
リサーチ＆パートナーシップユニット長

ベンカタチャラム・アンブモリ
アジア開発銀行研究所（ADBI）
能力開発スペシャリスト

芦名　秀一 
国立環境研究所 社会環境システム研究
センター持続可能社会システム研究室
研究員

周　新  
IGESグリーン経済領域エリア・リーダー / 
上席研究員

[モデレーター]  
堀田　康彦
IGES持続可能な消費と生産領域
エリア・リーダー

[キーノートスピーカー] 
レイモンド・ブライシュヴィッツ
ヴッパータール気候・環境・エネルギー
研究所 物質フローと資源管理研究部部長

[スピーカー] 
シャオイ・リ
国連環境計画（UNEP）統合資源管理
ユニット長 / 国際資源パネル事務局チーフ

粟生木　千佳
IGES持続可能な消費と生産領域研究員

[討論者] 
小野川　和延
IGESシニアフェロー

 アジアにおける3Rと資源
    効率向上：資源制約下に    
    おけるReductionの
    可能性を探る

　 503号室

CA

A

E

E
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10:00

12:00

パラレルセッション  [PL-8]

[モデレーター]  
クリシュナ・パウデル
ネパール政府水・エネルギー研究局
秘書官

渡辺　陽子
地球環境ファシリティ自然資源局
上級生物多様性専門官 

[キーノートスピーカー] 
アブドゥル・ハミド・ザクリ
マレーシア首相科学顧問 / 生物多様性
及び生態系サービスに関する政府間
科学政策プラットフォーム（IPBES）議長

武内　和彦
国連大学上級副学長 / 東京大学サステイ
ナビリティ学連携研究機構（IR3S）機構長・
教授  

[スピーカー] 
古田　尚也
国際自然保護連合（IUCN）
日本プロジェクトオフィス
シニア・プロジェクト・オフィサー

三笠　孔子
豊岡市コウノトリ共生部
コウノトリ共生課課長

 グリーン経済と
　SATOYAMAイニシアティブ：
　地域レベルにおける
　レジリエントな社会の構築

　 502号室

10:00

12:30

パラレルセッション  [PL-9]

[モデレーター]  
平石　尹彦
IGES上級コンサルタント（IPCCインベント
リープログラム共同議長）

[スピーカー] 
高橋　潔
国立環境研究所 社会環境システム研究
センター主任研究員

イ・ジョンホ
韓国環境研究所
韓国気候変動適応センター
企画・水・協力部ディレクター

野本　卓也
環境省地球環境局総務課研究調査室
室長補佐

[パネリスト] 
モンチップ・スリラタナ・タブカノン
タイ上院議会天然資源・環境委員会シニア
アドバイザー / タイ学術研究会議（NRCT）
気候変動研究センターディレクター

プラバカール・シヴァプラム
IGES自然資源・生態系サービス領域
 適応タスクマネージャー

プジャ・ソーニー
IGESバンコク地域センター 
アジア太平洋適応ネットワーク（APAN）
コーディネーター

チョン・フィチョル
韓国環境研究所
韓国気候変動適応センター
リサーチフェロー

アジャヤ・ディクジット
ネパール社会環境移行機関 気候変動適応
エグゼクティブ・ディレクター

 気候変動への適応：
　アジアにおける経験と課題

　 511+512号室

 都市における低炭素政策
　とビジネス機会の創造

　 503号室

10:00

11:20

11:30

12:30

パラレルセッション  [PL-6]

パラレルセッション  [PL-7]

[モデレーター]  
井村　秀文   IGESシニアフェロー
[スピーカー] 
川又　孝太郎
環境省地球環境局国際協力室長

神保　重紀
日経BPクリーンテック研究所マネジャー兼
主席研究員

中島　徹也
横浜市政策局共創推進室国際技術協力
担当部長

末吉　竹二郎
国連環境計画（UNEP）金融イニシアチブ
特別顧問

荻原　朗
川崎市環境局環境総合研究所都市環境課
プロジェクト研究担当課長

高橋　元 
JFEエンジニアリング株式会社海外本部
東南アジア事業部営業統括部部長代理

小圷　一久
IGES気候変動とエネルギー領域エリア・
リーダー / 上席研究員

[モデレーター] 
前田　利蔵
IGES北九州アーバンセンター 持続可能な
都市領域エリア・リーダー / 上席研究員

林　志浩
IGES北九州アーバンセンター研究員

[スピーカー]
川又　孝太郎
環境省地球環境局国際協力室長

ムスディク・アリ・スフディ
スラバヤ市環境局長

石田　謙悟
北九州市環境局アジア低炭素化センター
担当部長

村岡　元司
株式会社NTTデータ経営研究所社会・
環境戦略コンサルティング本部本部長、
パートナー

西原　靖博
株式会社西原商事専務取締役

 アジアの低炭素社会実現の
　ための都市間協力の可能性：
　北九州市とインドネシア・
　スラバヤ市の事例を通じて

　 503号室

CD

D

E

A  アジアにおけるグリーン経済　 B  グリーン経済とビジネス　 C  気候変動枠組みとアジア　 D  低炭素都市発展　 E  ローカル・レジリエンスとグリーン経済　

2013年 7月24日（水）
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パラレルセッション  [PL-12] C13:15

15:45

13:45

15:45

パラレルセッション  [PL-11]パラレルセッション  [PL-10]

 ランチセッション  [L-2]

 ミャンマー特別セッション：グリーン成長への挑戦と機会

[モデレーター ] 
 森　秀行   IGES所長
[スピーカー] 
 ネイ・トゥーン   ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校教授　
 ビンドゥ・N・ロハニ   アジア開発銀行（ADB）副総裁　

12:30

13:30

13:45

15:45

16:00

17:00

17:00

17:30

[モデレーター]
小林　光
慶応義塾大学大学院（政策・メディア
研究科）兼 環境情報学部教授
（元環境事務次官）

[スピーカー] 
植田　和弘
京都大学大学院経済学研究科長・教授

相　幸子
三菱UFJ信託銀行株式会社 フロンティア
戦略企画部副部長兼環境室室長

小林　雅弘　 
イオンディライト株式会社環境事業本部
環境ソリューション部部長

チュン・ラエ・クウォン
国連アジア太平洋経済社会委員会
（UNESCAP）環境開発部部長

リチャード・オッペンハイム
駐日英国大使館環境・エネルギー部部長 / 
一等書記官

 再生可能エネルギー
　投資のニューマネー創出
　～緑の贈与：年間30兆円　
　規模の贈与・相続マネー　
　を再エネ投資へ～

　 502号室

[スピーカー] 
増井　利彦
国立環境研究所 社会環境システム研究
センター統合評価モデリング研究室長

ダイ・ハンチェン  国立環境研究所
社会環境システム研究センター統合評価
モデリング研究室特別研究員／
ケジュン・ジャン  中国能源研究所
ディレクター

プリヤダァシ・シュクラ
インド経営大学院大学教授

ブンディット・リミーチョクチャイ 
タマサート大学シリントーン国際工学部
（SIIT）持続可能なエネルギー環境研究科
（SEE-U）共同コーディネーター

ホー・チン・チオン
マレーシア工科大学教授

ハク・マオ
カンボジア環境省気候変動部
脆弱性と適応アセスメント課長

グエン・チュン・ラム
ベトナム天然資源環境省 天然資源・環境
戦略政策研究所（ISPONRE）統合研究
マネジメント部ヘッド

ラム・シュレスタ
アジア工科大学（AIT）名誉教授 / 
ネパール アジア科学技術・マネジメント
研究所（AITM）学術評議会議長

レトノ・グミラン・デウィ
インドネシア・バンドン工科大学
エネルギー政策研究センター  ヘッド 

 2℃目標に向けたアジア　
　主要国の温室効果ガス　
　削減可能性比較

　 301号室
 変革のためのポスト2015年
　開発アジェンダの構築に　
　向けて：アジアの視点から

　 503号室

[モデレーター] 
スレンドラ・シュレスタ
国連環境計画（UNEP）持続可能な開発
目標（SDGs）シニアアドバイザー兼
フォーカルポイント

[スピーカー] 
ジョージ・C・バルギース
ディベロップメント・オルタナティブス
所長

デーブ・グリッグス
ClimateWorks Australia最高経営責任者 / 
モナッシュ持続可能性研究所ディレクター/  
モナッシュ大学教授

和田　喜彦
同志社大学経済学部教授

吉田　哲郎 
IGES持続可能な社会のための政策統合
領域タスクマネージャー / 主任研究員

全体会合3  [P-3]

 アジア太平洋地域におけるグリーン経済の道筋
[モデレーター ] 
 森　秀行   IGES所長
[キースピーカー] 
 アブドゥル・ハミド・ザクリ   マレーシア首相科学顧問 / 
     生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）議長
 パク・ヨンウ   国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP）所長

閉会セッション  [CL]

 閉会
ポスターセッション表彰式
閉会挨拶

503号室

502号室

503号室

A

A B

A  アジアにおけるグリーン経済　 B  グリーン経済とビジネス　 C  気候変動枠組みとアジア　 D  低炭素都市発展　 E  ローカル・レジリエンスとグリーン経済　

2013年7月24日（水）

ISAP詳細　 http://www.iges.or.jp/isap/2013/jp/
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