第 7 回 持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）
変革へのソリューション：2030年に向けた多様なパートナーとの連携強化

プログラム

※2つのテーマにてセッションを開催します

SDGs

気候変動

2015 年 7 月 28 日（火）
9:30

[ OP]

オープニングセッション
503 号室

オープニング
主催者挨拶
浜中 裕徳 IGES理事長

9:55
10:00

来賓挨拶
関 荘一郎 環境省地球環境審議官
吉川 伸治 神奈川県副知事

基調講演
ジェフリー・D・サックス 持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）ディレクター／コロンビア大学地球研究所長

503 号室

10:20
10:25

SDGs [ P-1]

全体会合 1

2030年までにすべての人により良い世界を：2015年以降の開発目標に関する展望と見解

503 号室

[フレーミング・プレゼンテーション]
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
[スピーカー]
ジェフリー・D・サックス 持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）ディレクター／コロンビア大学地球研究所長
石井 菜穂子 地球環境ファシリティ
（GEF）CEO兼議長／持続可能な開発ソリューションネットワーク
（SDSN）
ジャパン国際アドバイザー
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

長谷川 雅世 トヨタ自動車株式会社環境部担当部長／フューチャー・アース 関与委員
[モデレーター]
森 秀行 IGES所長

11:30-11:40「持続可能な開発ソリューションネットワーク
（SDSN）
ジャパン」発足式
11:40
11:40

休憩

11:50

全体会合 2

COP21でのより意欲的な合意に向けて：気候変動対策を促すダイナミックサイクルの構築

気候変動 [ P-2]

503 号室

[キーノートスピーカー]
ティエリー・ダナ 駐日フランス大使
[フレーミング・プレゼンテーション]
田村 堅太郎 IGES関西研究センター副所長／気候変動とエネルギー領域エリアリーダー
[スピーカー]
田中 伸男 国際エネルギー機関（IEA）前事務局長／笹川平和財団理事長
ビンドゥ・N・ロハニ アジア工科大学（AIT）特別名誉教員／横浜市Y-PORTセンター特別アドバイザー／IGES特別顧問
チュン・ラエ・クウォン 国連事務総長室気候変動担当上級顧問／前韓国気候変動大使
住 明正 国立環境研究所（NIES）理事長

13:05

[モデレーター]
西岡 秀三 低炭素社会国際研究ネットワーク・低炭素アジア研究ネットワーク事務局長／IGES研究顧問
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ISAP2015

International Forum for Sustainable Asia and the Pacific

13:05 休憩

13:15

気候変動 [ L-1]

ランチセッション

COP21に向けたアジアにおける低炭素技術協力：可能性と課題

502 号室

[スピーカー]
ロバート・ディクソン 地球環境ファシリティ
（GEF）気候変動と化学チームリーダー
マルクス・ヘイグマン NewClimate研究所共同創設者
鈴木 政史 上智大学大学院地球環境学研究科准教授
クリストファー・ドール 国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）研究員
[モデレーター]
クリストファー・ドール

14:25
14:25

14:15
気候変動 [ P-3]

全体会合 3

503 号室

新段階に入った気候政策に向けた日本・中国・韓国の役割
[キーノートスピーカー]
川口 順子 明治大学国際総合研究所特任教授

[スピーカー]
周 大地 元中国国家発展改革委員会エネルギー研究所長 ＜予定＞
ホーセン・リー 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）副議長／高麗大学エネルギーと環境大学院教授
小林 光 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科環境デザイン＆ガバナンスプログラム特任教授（元環境事務次官）／IGESシニアフェロー
[モデレーター]
浜中 裕徳 IGES理事長

15:40
15:40

休憩

15:55

パラレルセッション

アジア諸国はどのようにSDGsを
実施するのか：各国の準備状況
503 号室

SDGs

[ PL-1]

[スピーカー]
デーブ・グリッグス
モナッシュ大学／ウォーウイック大学教授

アルム・アトマウィカルタ
インドネシア政府 国家開発計画庁
ミレニアム開発目標（MDGs）事務局長

[討論者]
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

山田 浩司
国際協力機構（JICA）企画部参事役

シブ・サムシュワール

気候変動の科学と国際協力：
温室効果ガスインベントリの役割と課題
501 号室

気候変動 [ PL-2]

[開会挨拶]
田中聡志
環境省大臣官房審議官

[スピーカー]
ジョナサン・リン
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
広報責任者

平石 尹彦

慶應義塾大学政策・メディア研究科教授／
国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）
シニアリサーチフェロー

[スピーカー]
藤巻 均
神奈川県産業労働局長

宮原 智彦

ほうとくエネルギー株式会社取締役副社長

ウィリアム・N・アービング
米国環境保護庁気候変動部気候政策課 課長

[討論者]
田辺 清人
テルマ・クルーグ
ウィリアム・N・アービング
竹本 明生
[モデレーター]
平石 尹彦

2

東京工業大学特命教授／名誉教授

志澤 昌彦

環境省 地球環境局研究調査室 室長

17:25

[キーノートスピーカー]
柏木 孝夫

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
インベントリータスクフォース技術支援
ユニット
（TSU）ヘッド
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
インベントリータスクフォース共同議長／
ブラジル科学技術革新省国立宇宙研究所
国際協力事務局長

[モデレーター]
蟹江 憲史

[ PL-3]

田辺 清人

ティエリー・シュワルツ

IGES統括研究ディレクター／
プリンシパルフェロー

気候変動

FujisawaSSTマネジメント株式会社
代表取締役社長／パナソニック株式会社
CRE事業推進部部長

テルマ・クルーグ

[チェアー]
石井 哲也

502 号室

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
インベントリータスクフォース共同議長

コロンビア大学地球研究所
アジア欧州財団（ASEF）政治経済部長

神奈川からエネルギーを考える

松尾 雄介
IGESグリーン経済領域 副エリアリーダー／
主任研究員

[モデレーター]
塚本 直也
IGES統括研究プログラムマネージャー／
事務局長

2015 年 7 月 29 日（水）
9:30

SDGs

全体会合 4

503 号室

気候変動と持続可能な開発目標（SDGs）
をいかに結びつけるのか

10:45

[キーノートスピーカー]
玉木 林太郎 経済協力開発機構（OECD）事務次長
[フレーミング・プレゼンテーション]
マグナス・ベングソン IGESプログラム・マネージメント・オフィス上席研究員
小嶋 公史 IGESプログラム・マネージメント・オフィス上席研究員
[スピーカー]
カジ・コリクザマン・アマド マイクロファイナンス研究所長
市村 雅一 国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）貧困削減のための持続可能な農業センター所長
スレンドラ・マン・シュレスタ 国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP-IETC）所長
[モデレーター]
ピーター・キング IGESシニアポリシーアドバイザー

10:45

休憩

11:00

パラレルセッション

低炭素経済への移行のための
政策調和：OECDによる提言と
日本を含めたアジア太平洋への含意
503 号室

気候変動 [ PL-4]

[スピーカー]
玉木 林太郎

服部 崇
国際エネルギー機関（IEA）環境・気候変動
ユニット長

501 号室

アジアの廃棄物処理：
現場のニーズを踏まえた技術移転

チュン・ラエ・クウォン
国連事務総長室気候変動担当上級顧問／
前韓国気候変動大使

小嶋 公史
IGESプログラム・マネージメント・オフィス
上席研究員

[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

12:30

[スピーカー]
ラビィ・アブドゥサレム
[討論者]
ディッキー・エドウイン・ヒルダルト

[ PL-6]

国連環境計画 国際環境技術センター
（UNEP-IETC）所長
小野川 和延 IGESシニアフェロー

[コメンテーター]
アガムトゥ・パリアタンビィ

インドネシアJCM事務局事務局長

モハメド・ジアウル・ハク

杉本 留三
アジア開発銀行（ADB）地域持続可能な開発部
環境セーフガード局 環境専門家
森 尚樹 国際協力機構（JICA）地球環境部
気候変動対策室長兼環境管理グループ長
チャン・ソク・ファン アイディアブリッジ
アセットマネージメント 最高経営責任者

[モデレーター]
山本 和夫 アジア工科大学（AIT）副学長／

12:45

SDGs

[スピーカー]
スレンドラ・マン・シュレスタ

東京大学環境安全研究センター教授

マラヤ大学科学学部生物科学研究所 教授

[討論者]
スレンドラ・マン・シュレスタ
アガムトゥ・パリアタンビィ

須賀 義徳
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
企画課循環型社会推進室 課長補佐

ニダ・C・カブレラ
フィリピン・セブ市市議会議員
三原 眞 大阪市環境局環境施策部環境
施策課都市間協力担当 課長代理
高橋 元 JFEエンジニアリング株式会社
海外統括本部 部長代理

[モデレーター]
小野川 和延

ランチセッション

アジアにおける大気科学と政策の
インターフェイス強化
503 号室

気候変動 [ L-2]

[開会挨拶]
藤田 宏志 環境省水・大気環境局大気環境課 課長補佐
[スピーカー]
ケイ・パドゥ クリーン・エア・アジア プログラムリーダー
馮 新玲

IGES白書V 発表：いかにアジアの地域
統合を人々と環境への便益につなげるか
502 号室

IGESプログラム・マネージメント・オフィス上席研究員

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

ビジョン・クマール・ミトラ

松本 奈穂子 IGESフェロー
秋元 肇 国立環境研究所（NIES）客員研究員

ショム・ウェイ・チン・ティオ IGESバンコク地域

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

[モデレーター＆閉会挨拶]
鈴木 克徳 金沢大学環境保全センター長・教授

[ L-3]

[スピーカー]
マグナス・ベングソン

IGES持続可能な社会のための政策統合領域 研究員

[チェアー]
エリック・ザスマン

13:45

502 号室

気候変動 [ PL-5]

バングラデシュ環境森林省環境局副課長／
バングラデシュBOCM事務局
齋藤 哲也 日本工営株式会社コンサルタント
海外事業本部環境事業部 環境技術部
技術士（森林部門）

[討論者]
玉木 林太郎
服部 崇

12:30 休憩

低炭素技術移転を可能とする
パートナーシップの成功の秘訣

IGES関西研究センター タスクマネージャー

経済協力開発機構（OECD）事務次長

14:00

気候変動 [ P-4]

IGES自然資源・生態系サービス領域 研究員
センター タスクマネージャー／主任研究員

[コメンテーター]
チュン・ラエ・クウォン 国連事務総長室気候変動担当
上級顧問／前韓国気候変動大使

[モデレーター]
小嶋 公史
IGESプログラム・マネージメント・オフィス上席研究員

3

14:00

パラレルセッション

アジアの自治体によるレジリエント
都市構築に向けた取り組み
503 号室

SDGs

[ PL-7]

[スピーカー]
プレマクマラ・ジャガット・ディキャラ・ガマラララゲ
IGES北九州アーバンセンター 持続可能な
都市領域 タスクマネージャー／主任研究員

測定・報告・検証（MRV）を通じた
緩和活動の促進
501 号室

気候変動 [ PL-8]

[スピーカー]
竹本 明生 環境省 地球環境局研究調査室 室長
ビマ・アリヤ・スギアルト

金融包摂と気候変動適応、
SDGsへの示唆
502 号室

SDGs

[スピーカー]
カジ・コリクザマン・アマド
マイクロファイナンス研究所長

インドネシア・ボゴール市長

モハマド・アブドゥル・カリム

ニダ・C・カブレラ

藤田 壮 国立環境研究所（NIES）

フィリピン・セブ市市議会議員

社会環境システム研究センター長

Palli Karma-Sahayak財団
マネージメントディレクター

ポーンスリ・キチャム

リザルディ・ボアー ボゴール農科大学東南

モハマド・アブドゥル・バキ・カリリ

タイ・ノンタブリ市市長顧問

アジア太平洋気候変動リスク管理センター所長

マイクロファイナンス研究所
エグゼクティブディレクター

グエン・チュン・ヴェト ホーチミン市
天然資源環境局気候変動事務局長

チュィンファン・フ
同済大学教授／上海防災救災研究所副所長

[討論者]
藤井 進太郎

[討論者]
竹本 明生
スハルト ボゴール市地方開発企画庁 ヘッド
リザルディ・ボアー
横田 達也 国立環境研究所（NIES）
地球環境研究センター衛星観測研究室 室長

環境省地球環境局研究調査室 室長補佐

藤井 実 国立環境研究所（NIES）

渡辺 泰介

社会環境システム研究センター主任研究員

エックス都市研究所国際コンサルティング
事業本部 主席研究員

高橋健太郎 IGES気候変動とエネルギー
領域タスクマネージャー／主任研究員

[モデレーター]
前田 利蔵 IGESバンコク地域センター長

[ PL-9]

辻 一人
CGAP経営委員会議長／
国際協力機構（JICA）客員専門員／
埼玉大学教授

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
タスクマネージャー／主任研究員

[モデレーター]
ヘンリー・スケーブンス
IGES自然資源・生態系サービス領域エリア
リーダー／上席研究員

[閉会挨拶]
塚本 直也
IGES統括研究プログラムマネージャー／事務局長

[モデレーター]
藤田 壮

15:30
15:30 休憩
15:45

パラレルセッション

気候変動の国際枠組みにおける
都市の役割：COP21後を見据えて
503 号室

SATOYAMAと持続可能な開発：
現場への資金支援と知識形成をつなぐ

気候変動 [ PL-10]

[キーノートスピーカー]
ホー・チン・シオン
マレーシア工科大学教授／マレーシア工科
大学低炭素アジア研究センター所長

[スピーカー]
奥野 雅量 横浜市国際局国際協力部国際
協力課 国際技術協力担当課長

西田 裕子 東京都環境局総務部環境政策課
国際環境協力担当主任

三木はる香
IGES気候変動とエネルギー領域研究員

[討論者]
ホー・チン・シオン
中島 徹也

SDGs

502 号室

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＆討論者]
鈴木 渉

一般社団法人イクレイ日本 事務局長
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

SDGs [ PL-12]

[スピーカー]
平尾 雅彦
東京大学大学院工学系研究科化学システム
工学専攻教授

アーノルド・タッカー

国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）上級コーディネーター

ライデン大学産業エコロジー教授／
環境科学センター科学ディレクター

渡辺 陽子

タムロンラット・ムンチャルエン

地球環境ファシリティ
（GEF）
アジア地域
マネージャー／上席生物多様性専門官

持続可能な消費と生産に関するアジア太平洋
円卓会議（APRSCP）副議長

コンサベーション・インターナショナル・
ジャパン 代表理事／コンサベーション・
インターナショナル バイスプレジデント

石田 謙悟 北九州市環境国際戦略担当理事
西田 裕子
大塚 隆志

[PL-11]

[キーノートスピーカー]
武内 和彦

日比 保史

横浜市国際局国際技術協力担当理事

17:15

501 号室

アジア太平洋地域にふさわしい
持続可能な消費と生産への移行：
優先課題と機会

[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／上席研究員

プラサート・トゥラカンスパコーン
タイ 先住民族・知識基金（IKAP）代表

[モデレーター]
星野 一昭
鹿児島大学特任教授

[モデレーター]
藤野 純一 国立環境研究所（NIES）
社会環境システム研究センター主任研究員

17:15 休憩
17:25

閉会セッション

18:00

閉会ディスカッション
[スピーカー] ビンドゥ・N・ロハニ
[モデレーター] 森 秀行 IGES所長
閉会挨拶
浜中 裕徳 IGES理事長

プレゼンテーション

エリック・ザスマン

田村 堅太郎 IGES

503 号室

511+512 号室

「LEAD-Japan API 気候変動適応のための新しい沿岸海洋環境ガバナンス」
7/28 13:05-14:25 沿岸海洋環境を理解する：既存アプローチの到達点と課題
7/29 12:30-14:00 自然科学、社会科学、そして住民主体型管理の統合に向けて
（発表団体 : LEAD-Japan API: Asia Paciﬁc Initiative）

4

ビデオセッション（ランチ休憩時）
7/28 IGES の森林ガバナンスに関する
e-ラーニングシリーズの上映
7/29 森林のガバナンス、
保全及び多様性に関するビデオの上映

501 号室

