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International Forum for Sustainable Asia and the Pacific: ISAP
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）

 

＜Plenary Session 1 Speaker via Live Video Link /  全体会合 1 スピーカー（ライブ中継）＞ 
 

Jeffrey D. Sachs      ジェフリー・D・サックス 

 
Director, Sustainable Development Solutions Network (SDSN)   
Director, The Earth Institute, Columbia University 

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 
 

Jeffrey D. Sachs  is  the Director of The Earth  Institute, Quetelet Professor of Sustainable Development, and 
Professor of Health Policy and Management at Columbia University. He  is Special Advisor to United Nations 
Secretary‐General  on  the Millennium  Development  Goals,  and  he  is widely  considered  to  be  one  of  the 
world’s leading experts on economic development and the fight against poverty. He has advised heads of state 
and governments on economic strategy. He is the recipient many awards and honors around the world and is 
a contributor to publications such as the  International Herald Tribune and Time magazine. He has authored 
several books  including  the New York  times bestseller, The End of Poverty  (2005), and To Move  the World: 
JFK's Quest for Peace (2013). Professor Sachs received his B.A., M.A., and Ph.D. degrees at Harvard. 
 

地球研究所長、コロンビア大学教授（持続可能な開発、医療政策マネージメント）。経済発展や貧困問題に

関する世界屈指の専門家であり、ミレニアム開発目標に関する国連事務総長特別顧問を務めるほか、州・

政府に対して経済戦略を提言。インターナショナル・ヘラルド・トリビューンやタイム誌への寄稿のほか、「The 

End of Poverty」（2005 年）、「To Move the World: JFK's Quest for Peace」（2013 年）等の著書、国際的な受賞

多数。ハーバード大学にて学士、修士、博士号取得。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜Plenary Session 2 Keynote Speaker /  全体会合 2キーノートスピーカー＞

 

Shamshad Akhtar      シャムシャド・アクタール 

 
Under‐Secretary‐General of  the United Nations and Executive Secretary of 
the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）事務局長 

 

In  December  2013,  Shamshad  Akhtar was  appointed  by  the UN  Secretary‐General  as United Nations Un‐
der‐Secretary‐General and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacif‐
ic. She also serves as UN Sherpa for the G20. Previously the Secretary‐General’s Senior Advisor on Economics 
and Finance, as well as Assistant Secretary‐General for Economic Development, she served as Governor of the 
Central Bank of Pakistan from 2006 to 2009; Vice President of the World Bank’s Middle East and North Africa 
Region; and held a range of senior posts  in the Asian Development Bank,  including that of Director‐General 
(East Asia region). Ms. Akhtar was a post‐doctoral US Fulbright Fellow at Harvard University, holds a PhD  in 
Economics from the Paisley College of Technology, a Master in Development Economics from the University of 
Sussex, and an MSc in Economics from Quaid‐i‐Azam University. 
 

2013 年 12 月より現職。G20 の国連シェルパも務める。これまでに、経済・財政に関する事務総長シニアアド

バイザー、経済開発担当事務次長補、パキスタン中央銀行総裁（2006 年～2009 年）、世界銀行副総裁（中

東・北アフリカ地域）、アジア開発銀行局長（東アジア地域）等の要職を歴任。Quaid‐i‐Azam 大学経済学修士

号、サセックス大学開発経済学修士号、Paisley  College  of  Technology 経済学博士号取得。ハーバード大学

ポストドクトラル・US フルブライトフェローも務めた。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



 

 

＜Closing Session Speaker /  閉会セッションスピーカー＞ 
 

Byung‐wook Lee      ビョン・ウック・リー 

 
President, Korea Environment Institute (KEI) 

韓国環境政策・評価研究院（KEI）所長 

 

Prof. Byung‐wook Lee is currently the President of the Korea Environment Institute. Prior to this position, he 
has  served as Vice‐Minister of  the Environment, Republic of Korea. He  is also a member of  the Organising 
Committee for the 2018 Olympic Games in PyeongChang, and Co‐Chairman of the Council on Unification Pol‐
icy Research. He  is a member of  the Specialized Committee of  the Korea National Commission  for UNESCO 
and Chairman of the Korean Environmental Policy and Administration Society. He also holds a position as Pro‐
fessor at the Graduate School of Public Policy at Sejong University. He gained an MA in Industrial Engineering 
at the Korea Advanced Institute of Science and Technology and has a PhD in Environmental Management from 
the University of Manchester, UK. 
 

現在、韓国環境政策・評価研究院（KEI）所長。これまでに、韓国・環境部副大臣等を歴任。平昌五輪組織委

員会委員、統一政策研究諮問委員会共同議長、韓国ユネスコ国内委員会特別委員会委員、韓国環境政策

管理学会会長等を務めるほか、世宗大学公共政策大学院教授。韓国科学技術院（KAIST）にて生産工学修

士号、マンチェスター大学にて環境管理博士号を取得。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜Parallel Session 7 Moderator /  パラレルセッション 7  モデレーター＞ 
 

Toshiyuki Iwado      岩藤 俊幸 

 
Principal Fellow, IGES 

IGES 統括研究ディレクター／プリンシパルフェロー 

 

 

Mr. Toshiyuki Iwado obtained his masters degree from the Graduate School of Agriculture, University of Tokyo 
in March 1982 and entered the Ministry of Foreign Affairs. He served as Counsellor at the Embassy of Japan in 
the  Islamic Republic of Pakistan. He was also Counsellor of the Permanent Mission of  Japan to the  Interna‐
tional Organizations in Geneva, the Economic Affairs Bureau and the Consulate Affairs Bureau, and from 2007 
he took up a position as Counsellor to the Cabinet Secretariat. He served as Minister at the Embassy of Japan 
in  the  Republic  of  Finland,  and Director General  of  International  Affairs Department  of  Secretariat  of  the 
House of Representatives. He took up his current position in July 2014. 
 

1982年3月東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。同年外務省入省。その後在パキスタン日本国大

使館参事官、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部参事官、経済局、領事局等を歴任し、2007 年より内閣

官房内閣参事官に就任。在フィンランド日本国大使館公使、衆議院事務局国際部長を経て、2014 年 7 月よ

り現職。 

 

 



ISAP2014 International Forum for Sustainable Asia and the Pacific 

＜Parallel Session 5 /  パラレルセッション 5＞   

スピーカー略歴 Speaker Profile 

 

 

Vinda Damayanti Ansjar ビンダ ダマヤンティ アンスージャール 
Head Division of Environmental Sound Technology, Standardization and Technology, Ministry of 
Environment Indonesia  
インドネシア環境省 標準化・環境技術課 課⻑ 
 
 

Mrs. Ansjar holds a Master Degree in Development Planning from Hiroshima University, Japan in 2004. She joined Ministry of 
Environment of Indonesia in 1994 in a Deputy Minister for Pollution Control Management with her specialization in water 
pollution control program implementation, then she moved to the Deputy for Hazardous and Solid Waste Management with a 
responsibility for a coordination the implementation of Business Performance Rating in Environmental Management 
(PROPER). Now, she works for the implementation of 10 Year Framework Program for Sustainable Consumption and 
Production in Indonesia. Her main task is the development of environmental sound technology criteria and verification for 
environmental management technology to reduce the emission to the environment. Furthermore, she is also in charge of a 
work for energy monitoring and reporting in Eco-Industrial Park. 
 

2004 年 広島⼤学修⼠（開発計画）取得。1994 年インドネシア環境省⼊省。 
⽔質汚濁防⽌プログラム実施における専⾨性を⽣かし、公害防⽌管理担当副⼤⾂室、その後、有害・廃棄物管理担当副局⻑室にて、環境管
理における企業活動評価の実施調整責任者を務める。現在は、インドネシアにおける持続可能な消費および⽣産の１０ヵ年計画の実施のた
めに、環境にやさしい技術基準の開発、および環境への負荷を減らすための環境管理技術の検証に注⼒している。さらに、エコインダスト
リアルパークにおけるエネルギー測定と報告にかかる業務の責任者を務めている。 
 
 

 

 



ISAP2014 International Forum for Sustainable Asia and the Pacific 

＜Parallel Session 11 /  パラレルセッション 11＞   

 

スピーカー略歴 Speaker Profiles 

 
 
Amir Rusli アミル・ルスリ 
Senior Researcher, WtE Project Coordinator, Sanitation and Landscape Division, Batam City, Indonesia 
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  
 
 

 
PhD in clean and renewable energy system (1992). Good knowledge of designed research products and he is 
also sound technical knowledge of water and waste water treatment, municipal solid waste treatment and 
management and good evaluator and analyst too. He was involved much (group leader, chief investigator) in 
development and promotion applications of nuclear energy in agriculture, industry, health and environment. 
Recently he is involved in science & technology applications (clean and green) in Batam city as a national pilot 
project of Indonesia as well as waste to energy system (as project coordinator).     
 
1992 年、再⽣可能エネルギーシステムの分野において博⼠号を取得。デザインリサーチプロダクトに精通し、下⽔処理や⼀
般廃棄物処理に関する専⾨知識も合わせ持つと同時に、エヴァリュエーターであり、アナリストでもある。農業、製造業、健
康と環境における核エネルギーの開発と適応促進に指導者や主任として関わる。近年は廃棄物発電のプロジェクトコーディネ
ーターを務める⼀⽅で、インドネシアの国家プロジェクトであるバタム市での科学技術適応事業(clean and green)に携わる。 
 

 
 
Ayu Sukenjah アユ・シュケンジャ 
Head of Division for Environmental Rehabilitation, Environmental Management Agency-Bandung 
City, Indonesia 
インドネシア・バンドン市環境局環境改善課⻑ 
 

 
Ir. Ayu Sukenjah , M.Si Born in Bandung 29 June 1965, Graduated from Padjajaran University Bandung first 
degree majoring in Animal Husbandry Science and second degree majoring in Master of Environmental Science. 
Started work at 1992, at Department of Livestock Services of West Java Province and at 2002 started work at 
Environmental Management Agency of Bandung City Government with position as Head of Environmental 
Rehabilitation Division.   
 
1965 年 6 ⽉ 29 ⽇インドネシア・バンドン市に⽣まれる。パジャジャラン⼤学にて畜産学を学び、その後環境科学の分野で
修⼠号を取得。1992 年より⻄ジャワ州畜産部に勤務。その後、2002 年より、バンドン市環境局の環境改善課⻑として現職。 
 

 


