
  オープニングセッション  　

オープニング

主催者挨拶
　浜中 裕徳   IGES理事長
　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
来賓挨拶
　関 荘一郎   環境省地球環境審議官
　黒岩 祐治   神奈川県知事

  全体会合１  

アジアの低炭素、レジリアントで包摂的な発展の推進：IPCC 第5次評価報告書を踏まえて

[モデレーター] 
　浜中 裕徳   IGES理事長
[キーノートスピーカー＆討論者] 
　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
[スピーカー] 
　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
[スピーカー＆討論者] 
　玉木 林太郎   経済協力開発機構（OECD）事務次長兼チーフエコノミスト代理
　エミル・サリム   インドネシア大統領顧問団経済環境担当メンバー 兼 議長
　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
　住 明正   国立環境研究所（NIES）理事長
　リジア・ノロンハ   国連環境計画 技術・産業・経済局（UNEP-DTIE）局長

休憩

ランチセッション１  

IGES白書Vからの主要メッセージ：
　いかにアジアの地域統合を人 と々環境への便益につなげるか

[モデレーター] 
　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
[スピーカー] 
　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
　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
　アブドゥサレム・ラビィ   IGES関西研究センター　ビジネスと環境領域タスクマネージャー / 主任研究員
　サイモン・オルセン   IGESバンコク地域センター　タスクマネージャー / 主任研究員

休憩

第6回  持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）
ポスト2015開発アジェンダにアジア太平洋の声を：低炭素、レジリエントで、包摂的な解決策

プログラム

3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。
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パラレルセッション

2050低炭素ナビ：
低炭素社会へ向けた道筋

アジアでのレジリエント
都市の構築：理論から実践へ

 

アジアにおける
大気汚染・気候変動戦略
へのSLCPsおよびPM2.5
削減対策の統合：科学、
モデル、アクションの連携

ステークホルダーコミュ
ニケーションと意思決定：
福島からの教訓と地域
復興への助言

休憩

2020年の国際気候
変動枠組みとアジアに
おける緩和策および測定・
報告・検証（MRV）手法

  

IPCC第5次評価報告書
（AR5）の主要なメッセージ
とアジアに対する示唆：
適応と緩和の統合を通じ
たアジアにおける将来的
な気候変動政策のあり方

適応的発展への道筋：
持続可能なアジア太平洋
の実現のために
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[モデレーター] 
田中 充  法政大学社会学部教授
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

[キーノートスピーカー] 
谷津 龍太郎  環境省 顧問
[スピーカー] 
馬場 健司  法政大学地域研究
センター特任教授

杉山 範子  名古屋大学大学院
環境学研究科 特任准教授

東海 明宏  大阪大学大学院工学研
究科環境・エネルギー工学専攻教授 / 
同附属サステイナビリティ・デザイン・
オンサイト研究センター長

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

[討論者]
アナ・クリスティナ・トールンド
国連国際防災戦略事務局 国際復興
支援プラットフォーム 知識管理官

岸上 みち枝  イクレイ- 持続可能
性をめざす自治体協議会 日本事務所
（一般社団法人 イクレイ日本） 事務局長

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

[開会挨拶] 木野 修宏  
環境省地球環境局国際協力室長

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

[モデレーター]
浜中 裕徳   IGES理事長
[スピーカー] 
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

周 新   IGESグリーン経済領域
エリア・リーダー / 上席研究員

ヤン・オーレ・キソ  
英国エネルギー・気候変動省
2050チーム 主任政策アドバイザー

[討論者]
松下 和夫   IGESシニアフェロー / 
京都大学名誉教授

山岸 尚之   世界自然保護基金
（WWF）ジャパン 自然保護室 気候
変動・エネルギーグループリーダー

中島 美穂   川崎市環境局環境総合
研究所都市環境課 担当係長

柳下 正治   上智大学大学院
地球環境学研究科客員教授

芦名 秀一   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

[閉会挨拶]
藤田 壮  国立環境研究所（NIES）
社会環境システム研究センター長

[モデレーター＆スピーカー] 
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] 
秋元 肇   アジア大気汚染研究
センター（ACAP）所長

増井 利彦   
国立環境研究所（NIES）
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）室長

藤田 宏志   
環境省水・大気環境局大気環境課 
課長補佐

[討論者]
鈴木 克徳   
金沢大学環境保全センター長・教授

インガララサン・ミルヴァカナム
国連環境計画アジア太平洋地域
事務所（UNEP-ROAP）
地域コーディネーター

ケビン・ヒックス   
ストックホルム環境研究所（SEI） / 
ヨーク大学環境学科 シニアリサーチ
アソシエート

[モデレーター ] 
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

[開会挨拶] 
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

[キーノートスピーカー ] 
レティ・チェム
国際原子力機関（IAEA）
ヒューマンヘルス部長

[討論者]
菅野 典雄
福島県飯舘村長 
関谷 直也
東京大学情報学環総合防災情報
研究センター特任准教授

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

[モデレーター＆スピーカー]
平石 尹彦
IGES参与（IPCCビューロー委員）

[スピーカー＆討論者]
肱岡 靖明
国立環境研究所（NIES）社会環境
システム研究センター（環境都市
システム研究室）室長

高橋 潔
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

[討論者]
ケジュン・ジャン
中国能源研究所ディレクター

遠藤 功
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]
塚本 直也   IGES統括研究
プログラムマネージャー / 事務局長

[キーノートスピーカー＆討論者]
ビンダ・ダマヤンティ・
アンスージャール
インドネシア環境省
標準化・環境技術課長

リザルディ・ボアー
ボゴール農科大学東南アジア太平洋
気候変動リスク管理センター所長

藤田 壮
国立環境研究所（NIES）社会環境
システム研究センター長

[スピーカー＆討論者]
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

[討論者]
亀山 康子
国立環境研究所（NIES）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）室長

[モデレーター]
岩藤 俊幸
IGES統括研究ディレクター /
プリンシパルフェロー

[開会挨拶]
國領 二郎
慶應義塾大学常任理事 / 
総合政策学部教授

[キーノートスピーカー＆討論者]
山本 和夫
アジア工科大学（AIT）副学長 / 東京大学
環境安全研究センター教授

[スピーカー＆討論者]
厳 網林
慶應義塾大学環境情報学部教授

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

P・K・ジョシ
テリー大学自然資源学部長・教授

[IGES/UNU-IAS共同セッション]

[IGES/慶應義塾大学/
TERI大学共同セッション][IGES/NIES共同セッション]

[環境省主催]



ランチセッション２  

アジアの科学的低炭素発展政策形成を支える統合的
　 知識基盤システム
[モデレーター＆キーノートスピーカー]
甲斐沼 美紀子   IGES研究顧問 / 国立環境研究所（NIES）社会環境システム研究センター フェロー
[スピーカー] 
ケジュン・ジャン   中国能源研究所ディレクター
ホー・チン・シオン   マレーシア工科大学教授
リザルディ・ボアー   ボゴール農科大学東南アジア太平洋気候変動リスク管理センター所長
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と低炭素研究科 共同コーディネーター

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
福井 龍   アジア開発銀行地域・持続的開発局 アドバイザー 兼 知識共有・サービスセンター長
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
グエン・ディン・トゥアン   ホーチミン市天然資源環境大学環境学部教授
プリヤダァシ・シュクラ   インド経営大学院大学教授

ラウンドテーブル

適応と災害リスク
削減のシナジー：
関連する課題、優良
事例と今後の展望

502号室 A

2014年 7月24日（木）

号室 A
502号室 C

511+512号室 C
[モデレーター] 
スレンドラ・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

[スピーカー] 
サイモン・オルセン
IGESバンコク地域センター
タスクマネージャー / 主任研究員

シブ・サムシュワール
コロンビア大学地球研究所

蟹江 憲史
東京工業大学大学院社会理工学研究科
価値システム専攻准教授

ティム・カドマン
グリフィス大学倫理・ガバナンス・
法研究所フェロー研究員

エラ・アントニオ
アースカウンシル・アジア太平洋所長

[開会挨拶] 
鈴木 渉
国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）国際SATOYAMAイニシアティブ
上級コーディネーター

[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

福島 徹
（株）福島屋代表取締役会長 /
（株）ユナイト代表取締役社長

[モデレーター] 
アルフレッド・オテン・イェボア
ガーナ共和国国家生物多様性委員会議長

[スピーカー] 
クアンチュン・リー（李 光中）
国立東華大学准教授

市川 薫
国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）リサーチフェロー

ヒヤバ・ウハンバイ
モンゴル環境と開発協会「JASIL」会長

[モデレーター] 
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
[スピーカー] 
郁 宇青   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
北山 英博   株式会社前川製作所 東広島工場
ユニモ事業化部門営業グループ リーダー
ギリッシュ・セティ   エネルギー資源研究所
（TERI）産業エネルギー効率部門ディレクター

河西 修   経済協力開発機構（OECD）
環境局上級政策分析官
ショバカール・ダカール 
アジア工科大学（AIT）准教授

レ・ンゴック・トゥアン
ベトナム天然資源環境省 気象・水・気候変動局 
科学・技術・国際協力課長

A・M・モンスルール・アラン
バングラデシュ環境・森林省環境局課長
（Joint Secretary）

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

花岡 達也   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

全体会合２  

持続可能な社会を創造するために：
　 持続可能な開発目標、持続可能なライフスタイル、幸福度（Well-being)
[モデレーター] 森 秀行   IGES所長
[キーノートスピーカー] シャムシャド・アクタール   国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）事務局長

カーベー・ザーヘディ   国連環境計画アジア太平洋地域事務所（UNEP-ROAP）所長
福島 徹   （株）福島屋代表取締役会長 / （株）ユナイト代表取締役社長

  

休憩

パラレルセッション

中小企業（SMEs）の低炭素技術移転
のための資金調達：マッチメイキング戦略

生物多様性の持続可能な利用に
向けたコミュニティー参画：
SATOYAMAイニシアティブの貢献の
可能性と課題 

アジアにおける持続可能な開発
目標（SDGs）の実施：ガバナンスの
役割と共通理解に向けて

休憩

 ＜言語：英語のみ＞

413号室 B

503号室

[IGES/UNU-IAS共同セッション]



2014年7月24日（木）

ISAP詳細　 

休憩

パラレルセッション

アジアの都市の持続性を高める
ために：理論から実践へ

  

持続可能な開発に向けた
ステークホルダーのエンパワメントと
革新の推進：地域事例からの学びと
今後の見通し

持続可能な開発目標としての教育
の向上：名古屋ESD世界会議に向けて
－持続可能なライフスタイル実現
のための意識変革型学習の推進

  

休憩

閉会セッション  

閉会 

閉会ディスカッション 
　[スピーカー] ビョン・ウック・リー   韓国環境政策・評価研究院（KEI）所長　他
　[モデレーター] 森 秀行   IGES所長 
ポスターセッション表彰式 

閉会挨拶 
　浜中 裕徳   IGES理事長 

503号室

503号室

511+512号室 C502号室 C

A

[モデレーター] 
佐藤 真久
東京都市大学環境学部准教授

[開会挨拶]
豊住 朝子
国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）ESDプログラム次長

[キーノートスピーカー] 
ダニーロ・パディラ
国連教育科学文化機関（UNESCO）バンコク
ESDプログラムコーディネーター／リエゾン
オフィサー 

[スピーカー] 
ポール・オフェイ・メヌ
IGES持続可能な社会のための政策統合領域
研究員 / IGESプログラム・マネージメント・
オフィス プログラムオフィサー 

アベル・バラサ・アティティ
国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）リサーチフェロー

永田 佳之
聖心女子大学教授 / ユネスコ本部ESD
モニタリング評価専門家会合委員

シェファード・ウレンジェ
ウプサラ大学 持続可能な開発のための教育に
関するスウェーデン国際センター（SWEDESD）
ESDシニアプログラムスペシャリスト

[討論者] 
ロバート・J・ディッドハム
IGESプログラム・マネージメント・オフィス
能力開発・ナレッジマネジメント戦略
シニアコーディネーター / 上席研究員 

フィールドワーク
プレゼンテーション
（511+512号室）

[開会挨拶]
森 秀行
IGES所長

[モデレーター] 
小林 正典
横浜国立大学大学院環境情報研究院
非常勤教員 / 海洋政策研究財団研究員

[討論者] 
エミル・サリム
インドネシア大統領顧問団経済環境担当
メンバー 兼 議長

森島 昭夫
日本環境協会会長・理事長 / IGES特別研究顧問

パルベス・ハッサン
パキスタン最高裁判所上級弁護士 / ハッサン＆
ハッサン法律事務所シニアパートナー

[討論者＆閉会挨拶] 
カーベー・ザーヘディ
国連環境計画アジア太平洋地域事務所
（UNEP-ROAP）所長

[モデレーター]
鹿毛 浩之
九州工業大学理事・副学長 / 
IGES北九州アーバンセンター所長

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] 
中野 綾子
IGES持続可能な社会のための政策統合領域
副エリアリーダー / 主任研究員

ヨハネス・ヴェニヤコブ
ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所 
最先端のエネルギー・モビリティ構造研究
グループ プロジェクトコーディネーター

松本 忠
経済協力開発機構（OECD）
シニア・ポリシーアナリスト

木野 修宏   環境省地球環境局国際協力室長

ソー・プラトン
カンボジア・シェムリアップ州内務省
シェムリアップ市長代理

アミル・ルスリ
インドネシア・バタム市 衛生・景観局 廃棄物
発電プロジェクト・コーディネーター 上級研究員

アユ・シュケンジャ
インドネシア・バンドン市環境局環境改善課長

ヌワンパン・パワウェス
バンコク首都圏庁環境局 大気環境及び騒音
管理課 自動車排ガス規制部門 衛生局専門職員

タイ・タン・ルオム
ベトナム・キエンザン省情報通信局長

野村 宜彦   横浜市温暖化対策統括本部長
横田 覚   川崎市環境総合研究所 理事兼所長
櫃本 礼二   北九州市環境局環境国際戦略室長

7/23  12:35-13:45
7/24  13:00-14:20

＜英語のみ＞

Fieldwork Presentations from the Asia Pacifi c 
Initiative (API) for Sustainable Development
   鵜野 公郎  慶應義塾大学SFC研究所上席所員
   杉本 あおい  慶應義塾大学SFC研究所上席所員

[IGES/UNU-IAS共同セッション][IGES/UNEP-ROAP共同セッション]


