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 11:40 - 12:00　20分間 休憩

Day1 プログラム 2019年7月30日（火）

オープニング・セレモニーOpening
Session

9:30 - 10:40 F201-204

主催者あいさつ

来賓あいさつ

武内 和彦　IGES 理事長武内 和彦　IGES 理事長

モデレーター 三好 信俊　IGES 専務理事

城内 実　環境副大臣
浅羽 義里　神奈川県 副知事

アジア太平洋地域におけるSDGsの進捗状況

スピーカー

基調講演 アルミダ・S・アリスジャバナ　国際連合アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）事務局長

フレーミングプレゼンテーション 武内 和彦　IGES 理事長

アジャイ・マスール　インド・エネルギー資源研究所（TERI）所長、気候変動に関する首相諮問機関メンバー
ウィジャーン・シマチャヤ　タイ・天然資源環境省 事務次官

モデレーター 森 秀行　IGES 所長

Plenary
Session 1

10:40 - 11:40 F201-204SDGサミットおよびその先に向けて: アジア太平洋地域のイニシアティブ

スピーカー 黒岩 祐治  神奈川県知事
和田 篤也　環境省 大臣官房 政策立案総括審議官
サンドラ・ウー　国連グローバル・コンパクト ボードメンバー／グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 理事／
　　　　　       国際航業株式会社 代表取締役会長／日本アジアグループ株式会社 取締役

マハディ・チェ・ンガー　クアラルンプール市エグゼクティブ・ディレクター （都市計画担当、副市長級）
天野 雄介　独立行政法人 国際協力機構 理事
ベルナディア・イラワティ・チャンドラデウィ　都市・自治体連合 アジア太平洋地区（UCLG ASPAC） 事務局長

モデレーター 藤野 純一　IGES 都市タスクフォース プログラムディレクター

Thematic
Track 2

12:00 - 13:30 F205持続可能な開発目標（SDGs）とビジネス: ダイバーシティ経営を通じたSDGsへの貢献

スピーカー 土井 章　一般社団法人 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事付 特命プロジェクト統括
神保 和子　日本ロレアル株式会社 リサーチ＆イノベーションセンター 研究戦略部 シニアマネジャー
川田 俊介　有限会社 川田製作所 副社長
吉田 哲郎　IGES 持続可能性ガバナンスセンター リサーチマネージャー
大崎 麻子　WE EMPOWER JAPAN ナショナルコーディネーター

モデレーター 天沼 伸恵　IGES 持続可能性ガバナンスセンター 主任研究員

Thematic
Track 1

12:00 - 13:30 F201-204SDGsのローカライゼーション: グローバルトレンドとSDGサミットへのメッセージ

スピーカー 村上 周三　一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 理事長
アルミダ S. アリスジャバナ　国際連合アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）事務局長
梅本 和秀　北九州市副市長
ベルナディア・イラワティ・チャンドラデウィ　都市・自治体連合 アジア太平洋地区（UCLG ASPAC） 事務局長

モデレーター 片岡 八束　IGES 都市タスクフォース ジョイント・プログラムディレクター

第一部

スピーカー 薬師寺 えり子　横浜市 温暖化対策統括本部長
河原 勇輝　株式会社太陽住建 代表取締役
テムシリ・ジョンプンポン　バンコク都環境局 大気・騒音管理部長
松本 忠　経済協力開発機構（OECD） 都市・都市政策及び持続可能な開発課 持続可能な開発・グローバル関係ユニット長

モデレーター 林 志浩　IGES 北九州アーバンセンター プログラムディレクター

第二部

Thematic
Track 3

12:00 - 13:30 F206廃棄物対策と気候変動ならびにSDGsの相互連携を求めて

スピーカー クロディーア・ギアコーベリー　国連環境計画 国際環境技術センター（UNEP／IETC） アソシエートプログラムオフィサー
土居 健太郎　環境省 環境再生・資源循環局 総務課長
サイド・アサッド・アリー・ワーシー　エコプロ環境サービス（インド） 創設者・ディレクター
蔭山 佳秀　株式会社Jバイオフードリサイクル 代表取締役社長

モデレーター 小野川 和延　IGES-UNEP 環境技術連携センター（CCET） センター長

Technical
Workshop 1

15:00-17:30 E206有機性廃棄物の有効利用と処理技術を巡って

スピーカー 甲賀 洋輔　農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 バイオ燃料第1係長
河合 泰典　アイシン精機株式会社 イノベーションセンター主担当
岡庭 良安　バイオガス事業推進協議会 事務局長・理事
山岡 賢　国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 水利工学研究領域 水域環境ユニット ユニット長

モデレーター 小野川 和延　IGES-UNEP 環境技術連携センター（CCET） センター長



 13:30 - 15:00　90分間 休憩

公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）  /  国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）主 催

国連環境計画（UNEP）  /  国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）  /  国際応用システム分析研究所（IIASA）
国際総合山岳開発センター（ICIMOD）  /  韓国環境政策・評価研究院（KEI）  /  ローマクラブ  /  エネルギー資源研究所（TERI） 
アジア欧州環境フォーラム（ENVforum）  /  国立環境研究所（NIES）  /  持続可能な開発ソリューション・ネットワーク・ジャパン（SDSN Japan）

協 力

環境省  /  神奈川県  /  兵庫県  /  横浜市  /  北九州市  /  川崎市  /  イクレイ日本  /  地球環境行動会議（GEA）
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）

後 援

使い捨てプラスチックに関する政策対話 - 政策提言ワーキングセッションThematic
Track 4 12:00 - 13:30 ハーバーラウンジB

 16:30 - 17:00　30分間 休憩

地域循環共生圏構想の社会実装Thematic
Track 5

15:00 - 16:30 F201-204

スピーカー 山本 竜一　兵庫県 農政環境部 環境管理局 温暖化対策課 副課長兼推進班長
井上 保子　非営利型株式会社宝塚すみれ発電 代表取締役
宇都宮 大輔　珠洲市自然共生研究員
高 真由美　珠洲市地域循環共生圏 粟津地区コーディネーター

モデレーター 武内 和彦　IGES 理事長
前田 利蔵　IGES 関西研究センター 副所長

SDGs達成に向けたESDの今後の展開Thematic
Track 7

15:00 - 16:30 F206

スピーカー アナンサ・ドゥライアパ　UNESCOマハトマ・ガンジー平和と持続可能な開発のための教育研究所（MGIEP） 所長
北村 友人　東京大学 大学院教育学研究科 准教授
三浦 うしほ　UNESCOバンコク事務所 アジア太平洋地域教育局 プログラム・スペシャリスト
望月 要子　UNESCOマハトマ・ガンジー平和と持続可能な開発のための教育研究所（MGIEP） リシンキング・ポリシー 部門長
佐藤 真久　東京都市大学 環境学部 教授

モデレーター マリオ・タブカノン　国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）上級客員教授

都市と地方の連携における新たなパラダイム：
持続可能な資源管理とレジリエンス向上を目指すイノベーションの醸成Thematic

Track 6

15:00 - 16:30 F205

スピーカー ショウ・ラジブ　慶応義塾大学 政策・メディア研究科 教授
武田 智子　IGES 自然資源・生態系サービス領域 研究員
サーミア・デシュカー　インド・ビスベスバーレーア国立工業大学（VNIT） 助教（建築・計画）
石郷岡 誠　神奈川県 環境農政局 緑政部 水源環境保全課 グループリーダー
ビジョン・クマール・ミトラ　IGES 自然資源・生態系サービス領域 主任研究員
ハッサン・ヴィルジ　広島大学 国際協力研究科 教授
ナンダー・ジクカー　インド・ナグプール市長

モデレーター アンドレ・マダー　IGES 自然資源・生態系サービス領域 プログラムディレクター

開会あいさつ 武内 和彦　IGES 理事長

このセッションは、IGES、慶應義塾大学、インド・ビスベスバーレーア国立工業大学が共同で実施するもので、
日本学術振興会（JSPS）とインド・社会科学研究評議会（ICSSR）からご後援をいただいています。

Plenary
Session 2

17:00 - 18:00 F201-204ISAP2019とENVforum（アジア・欧州環境フォーラム）による合同セッション:
消費と生産に変化を引き起こす消費者の役割

報告者 グレージナー・プラスカ　アジア欧州財団 シニアプロジェクトマネージャー
堀田 康彦　IGES 持続可能な消費と生産領域 ディレクター
木本 理子　アジア欧州財団 持続可能な開発と公衆衛生部 プロジェクトマネージャー
渡部 厚志　IGES 持続可能な消費と生産領域 リサーチマネージャー

モデレーター グレージナー・プラスカ　アジア欧州財団 シニアプロジェクトマネージャー

専門家によるコメント デチェン・ツェリン　国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP） 所長
ルーカス・ポコーニー　チェコ共和国環境省 国際関係部 国際機関課 ヘッド

閉会挨拶 サン・シャンヤン　アジア欧州財団 副所長
森 秀行　IGES 所長

http://urx2.nu/JBw8
参加者アンケートにご協力をお願いします。
Online Questionnaire



 11:00 - 11:30　30分間 休憩

Day2 プログラム 2019年7月31日（水）

 10:00 - 11:00 F201-204
アジアにおける気候変動と持続可能な開発目標（SDGs）の統合:いかに相互リンクを強化するのか

スピーカー アルベルト・ファン・ヤースフェルト　国際応用システム分析研究所（IIASA）所長・CEO
デチェン・ツェリン　国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP） 所長
チェヨン・ユン　韓国環境政策・評価研究院（KEI）所長
渡辺 知保　国立環境研究所（NIES）理事長
イクラビヤ・シャルマ　国際総合山岳開発センター（ICIMOD） 副事務局長

モデレーター エリック・ザスマン　IGES 持続可能性ガバナンスセンター リサーチリーダー

フレーミングプレゼンテーション 周新　IGES 戦略的定量分析センター リサーチリーダー

Thematic
Track 10

11:30 - 13:00 F201-204科学的な知見にもとづく意思決定をすすめるためのコミュニケーション
スピーカー デチェン・ツェリン　国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP） 所長

アルベルト・ファン・ヤースフェルト　国際応用システム分析研究所（IIASA） 所長・CEO
西岡 秀三　IGES 参与
松尾 雄介　IGES ビジネスタスクフォース プログラムディレクター
内田 東吾　ICLEI 日本事務局長
今井 絵里菜　Climate Youth Japan 共同代表
藤村 コノヱ　グリーン連合 共同代表

モデレーター 大塚 隆志　IGES 戦略マネージメントオフィス コミュニケーション・共創担当ディレクター

13:00 - 13:45 F201-204「汚染と環境影響の発生源としてのアジアの工業化」
- アジア太平洋地域における産業向け地球環境概況第6次報告書ローンチセッション

スピーカー デチェン・ツェリン　国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP） 所長
ピーター・キング　IGES バンコク地域センター シニアアドバイザー
ギリシュ・セティ　エネルギー資源研究所 シニアディレクター
李 昭姈　IGES 持続可能性ガバナンスセンター リサーチマネージャー
バオ ファン ンゴク　IGES 自然資源・生態系サービス領域 主任研究員
アンドレ・マダー　IGES 自然資源・生態系サービス領域 プログラムディレクター

モデレーター 久山 哲雄　IGES バンコク地域センター プログラムディレクター

Thematic
Track 9

11:30 - 13:00 F205気候変動にレジリエントなアジア太平洋に向けて：AP-PLATの役割
スピーカー 行木 美弥　国立環境研究所（NIES） 気候変動適応センター 副センター長

塚本 直也　アジア工科大学アジア太平洋地域資源センターディレクター
ピーター・キング　IGES バンコク地域センター シニアアドバイザー
ウィジャーン・シマチャヤ　タイ・天然資源環境省 事務次官
ジンファ チャン　国連環境計画 アジア太平洋地域事務所 環境審査プログラム 地域コーディネーター
イクラビヤ・シャルマ　国際総合山岳開発センター（ICIMOD） 副事務局長
プトラ デウィタマ　インドネシア国家開発計画庁 国家気候変動適応行動計画 事務局長
高橋 康夫　環境省 参与

モデレーター 水野 理　IGES 研究統括ディレクター / プリンシパルフェロー

Thematic
Track 11

11:30 - 13:00 F206G20 エネルギー・環境大臣会合2019　―その意義と展望―
スピーカー 小野 洋　環境省 水・大気環境局長（G20 エネルギー環境大臣会合 ESOM・ETWG共同議長）

武内 和彦　IGES 理事長
小嶋 公史　IGES 戦略マネージメントオフィス 研究・出版ユニット プリンシパルコーディネーター
目黒 依子　W20 日本運営委員会 共同代表

モデレーター マーク・エルダー　IGES 戦略マネージメントオフィス リサーチ・パブリケーションディレクター
川上 毅　IGES 戦略マネージメントオフィス 統括研究ディレクター／プリンシパルフェロー
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統合的課題解決に向けた政策志向研究の役割Plenary
Session 3

9:30 - 10:00 F201-204

開会挨拶

モデレーター 森 秀行　IGES 所長
基調講演 アルベルト・ファン・ヤースフェルト　国際応用システム分析研究所（IIASA）所長・CEO

竹本和彦　国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） 所長

Thematic
Track 12

11:30 - 13:00 ハーバーラウンジB日中韓脱炭素都市共同研究プロジェクトの進展  ―先進自治体の実践事例と未来に向けた戦略―

スピーカー チェヨン・ユン　韓国環境政策・評価研究院（KEI）所長
片山 健也　北海道 ニセコ町長
王東（ワン・ドン）　深セン市 気候変動研究センター ディレクター
李芬（リ・フォン）　株式会社深セン建築研究所 研究開発センター チーフ・エンジニア
キム・ジンヨン　グローバル・グリーン・インスティテュート（GGGI）アジア部 部長
サンミン・ナム　国連アジア太平洋経済社会委員会（UN-ESCAP） 北東アジア・東アジアオフィス 副所長

モデレーター 陽秀（ヤン・シュウ）　中国気候変動戦略研究・国際協力センター（NCSC） 主任研究員
藤野 純一　IGES 都市タスクフォース プログラムディレクター

歓迎挨拶 瀬川 恵子　環境省 大臣官房 審議官

開会挨拶 孫　（スン・チェン）　中国環境生態部 気候変動局 副司長
サンイン・カン　韓国環境政策・評価研究院（KEI） 主任研究員



 17:50 - 18:00　10分間 休憩

 16:00 - 16:20　20分間 休憩

気候変動に対する協働行動Plenary
Session 4

15:00 - 16:00 F201-204

スピーカー サンドリン・ディクソン　ローマクラブ 共同代表
水野 勇史　IGES 気候変動とエネルギー領域 ディレクター
アジャイ・マスール　インド・エネルギー資源研究所（TERI）所長、気候変動に関する首相諮問機関メンバー

モデレーター 川上 毅　IGES 戦略マネージメントオフィス 統括研究ディレクター／プリンシパルフェロー

 13:00 - 15:00　120分間 休憩

NDC目標への進捗評価̶多層的でPDCA的なアプローチ 13:15 - 14:45 ハーバーラウンジB

スピーカー 松尾 直樹　IGES 戦略マネージメントオフィス 研究・出版ユニット 上席研究員
アジャイ・マスール　インド・エネルギー資源研究所（TERI） 所長、気候変動に関する首相諮問機関メンバー
湯本 登　(株) エネルギー環境研究所 代表取締役

Thematic
Track 14

Lunch Time Session

脱炭素化社会に向けた移行マネジメント/ガバナンス
（Transition Management/Governance）とは何か？Thematic

Track 13

13:15 - 14:45 F206

スピーカー 田村 堅太郎　IGES 気候変動とエネルギー領域 リサーチリーダー
栗山 昭久　IGES 戦略的定量分析センター 研究員Lunch Time Session

ライブ中継 ダーク・ローバック　エラスムス大学 トランジション研究所 所長

モデレーター 甲斐沼 美紀子　IGES 研究顧問

Thematic
Track 15

16:20 - 17:50 F201-204アジアの開発途上国への低炭素技術移転に向けた方策
スピーカー アジャイ・マスール　インド・エネルギー資源研究所（TERI）所長、気候変動に関する首相諮問機関メンバー

杉本 留三　環境省 地球環境局国際連携課 国際協力・環境インフラ戦略室長
鷲見 元宏　一般財団法人省エネルギーセンター 国際協力本部 国際調査・連携部長
高橋 元　JFEエンジニアリング株式会社 海外管理部 部長
齊藤 司　IGESフェロー （元 株式会社日立産機システム）

総括 鈴木 胖　IGES 関西研究センター 所長

モデレーター 前田 利蔵　IGES 関西研究センター 副所長

Thematic
Track 16

16:20 - 17:50 F205パリ協定の下での日本とEUの長期戦略：脱炭素社会に向けた課題と取り組みの強化
スピーカー 川上 毅　IGES 戦略マネージメントオフィス 統括研究ディレクター／プリンシパルフェロー

スィルバ エラン ディエゴ　IGES フェロー
木野 修宏　環境省 地球環境局 総務課 低炭素社会推進室 室長
ジョージーオーズ・ザジアズ　E3 Modelling エネルギー解析者
オリビア・ギプナー　欧州委員会 気候行動総局 経済分析戦略部門 ポリシーオフィサー

モデレーター 杉山 昌広　東京大学 未来ビジョン研究センター（IFI）准教授

Thematic
Track 17

16:20 - 17:50 F206カーボンプライシングの建設的議論を行うために
スピーカー 高村 ゆかり　東京大学 国際高等研究所 サステイナビリティ学連携研究機構 教授

昔 宣希　長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 総合生産科学域 准教授
松尾 直樹　IGES 戦略マネージメントオフィス 研究・出版ユニット 上席研究員
小嶋 公史　IGES 戦略マネージメントオフィス 研究・出版ユニット プリンシパルコーディネーター

モデレーター 西岡 秀三　IGES 参与

Closing
Plenary

18:00 - 18:30 F201-204Takeaway and way forward
スピーカー 森 秀行　IGES 所長

森 尚樹　IGES エグゼクティブコーディネーター／ナレッジ・コミュニケーション ディレクター

Technical
Workshop 2

 9:00 - 11:00 E206東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会をマイルストーンとした
ユースの環境貢献アクション

Youth Session


