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ヨハン・ロックストローム　ストックホルム・レジリエンス・センター（SRC）所長 ／ ストックホルム大学教授

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

ヨハン・ロックストローム著 "小さな地球の大きな世界" 日本語版出版記念

Book introduction

IGES 20周年記念会合: SDGsの変革ポテンシャル実現に向けて

スピーカー 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

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

周 新　IGES 戦略的定量分析センター リサーチリーダー

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

P2
Plenary
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コメンテーター 渡辺 知保　国立環境研究所（NIES）理事長

アジャイ・シャンカール　エネルギー資源研究所（TERI） 上席フェロー

モデレーター 森 秀行　IGES 所長

DAY1: 2018年7月18日 プログラム

休憩

資源効率と循環経済︓世界的潮流と新たな機会

スピーカー 細田 衛士　慶應義塾大学 経済学部 教授

ステファノス・フォシュー　国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP） 環境開発部長

カリ・ヘレヴィ　フィンランドイノベーション基金（Sitra） 循環経済プロジェクトディレクター

アントニア・ガウェル　世界経済フォーラム(WEF)　循環経済イニシアチブ統括

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

P3
Plenary
Session
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持続可能な開発の推進にむけて ～プラネタリー・バウンダリー（地球の限界）を再考する～

ヨハン・ロックストローム　ストックホルム・レジリエンス・センター（SRC）所長 ／ ストックホルム大学教授

有馬 利男　グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 代表理事

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

ヘンリー・ムテンベイ　ワンガリ・マータイ平和環境学研究所 所長

中井 徳太郎　環境省 総合環境政策 統括官

今永 博　北九州市 副市長

モデレーター 武内 和彦　IGES 理事長

P1
Plenary
Session

スピーカー

開会セッション

とかしき なおみ　環境副大臣

浅羽 義里　神奈川県 副知事

OP
Opening
Session

来賓あいさつ

主催者あいさつ 武内 和彦　IGES 理事長
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廃棄物管理から資源管理へ－理論から実践へ－

キース･アルバーソン　国連環境計画 国際環境技術センター （UNEP-IETC）所長

プレマクマラ・ジャガット・ディキャラ・ガマラララゲ　IGES-UNEP 環境技術連携センター（CCET）プログラムマネージャー

アリ・アミール　モルディブ環境・エネルギー省 副大臣

キン・ティダ・ティン　ミャンマー 天然資源・環境保全省（MONREC） ヤンゴン地域環境保全部 所長

森田 夕紀　WE21ジャパン 事務局長

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

TT1
Thematic

Track

スピーカー

モデレーター

タラノア対話への招待: 一人ひとりの物語が世界を変える

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 ／ 上席研究員

金丸 治子　イオン株式会社グループ環境・社会貢献部 部長

中島 恵理　長野県 副知事

薬師寺 えり子　横浜市 温暖化対策統括本部長

平田 仁子　気候ネットワーク 理事

大井 通博　環境省 地球環境局 総務課 研究調査室長

ステファン・レヒテンベーマー　ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所 フューチャー・エネルギー・アンド・モビリティ・ストラクチャーズ ディレクター

クリストフ・カッセン　環境・開発国際研究所（フランス） プロジェクトマネージャー & リサーチフェロー

大塚 隆志　IGES 戦略マネージメントオフィス ナレッジ・コミュニケーション ジョイント・ディレクター

TT2
Thematic

Track

スピーカー

モデレーター

水・エネルギー・食料のネクサス（連環）を管理する手法

谷口 真人　総合地球環境学研究所 教授 ／ 副所長

ステファノス・フォシュー　国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP） 環境開発部長

ユリア・テラポン＝プファフ　ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所 リサーチ・フェロー

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

永田 努　熊本市 環境局 環境推進部 水保全課長

デヴェッシュ・シャルマ　セントラルラジャスタン大学 環境科 助教授

タレクル・イスラム　バングラデシュ工科大学 水・洪水管理研究所（IWFM）教授

ファム・チー・マイ・タオ　ハノイ自然資源環境大学 講師

ヘンリー・スケーブンス　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

TT3
Thematic

Track

スピーカー

モデレーター
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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 ／ 川崎市 ／ 北九州市 ／ 国際協力機構（JICA） ／ イクレイ日本 ／ エネルギー資源研究所（TERI） 

地球環境ファシリティ（GEF） ／ 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
https://goo.gl/9PPCDP

参加者アンケートにご協力をお願いします。
Online Questionnaire
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変革を追い風に－先駆者たちの挑戦－
プリヤダァシ・R・シュクラ　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第3作業部会（緩和）共同議長

ステファン・レヒテンベーマー　ヴッパータール気候・環境・エネルギー研究所 フューチャー・エネルギー・アンド・モビリティ・ストラクチャーズ ディレクター

アジャイ・シャンカール　エネルギー資源研究所（TERI） 上席フェロー

中原 雄司　DSM株式会社 代表取締役社長

高村 ゆかり　名古屋大学 大学院 環境学研究科 教授（国際法・環境法）

マファルダ・ドゥアルテ　気候投資基金（CIF）代表

甲斐沼 美紀子　IGES 研究顧問

P5
Plenary
Session

スピーカー

モデレーター

SDGsの達成にむけて、政府とビジネスはいかに協働できるか
天沼 伸恵　IGES 持続可能性ガバナンスセンター 主任研究員

小野田 真二　IGES 持続可能性ガバナンスセンター 研究員

中井 徳太郎　環境省 総合環境政策 統括官

中原 雄司　DSM株式会社 代表取締役社長

小田 亜紀子　国際協力機構（JICA）企画部 参事役（SDGs推進班）

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 地域ディレクター

TT4
Thematic

Track

サイモン・オルセン　IGES 持続可能性ガバナンスセンター フェロー

スピーカー

モデレーター

パリ協定実施に向けて～パリ・ルールブックの提案～

松尾 直樹　IGES 上席研究員 ／ PEARカーボンオフセット・イニシアティブ 代表取締役

水野 勇史　IGES 気候変動とエネルギー領域 ディレクター

大田 純子　IGES 北九州アーバンセンター 研究員

池田 恵理　IGES 気候変動とエネルギー領域 研究員

高村 ゆかり　名古屋大学 大学院 環境学研究科 教授（国際法・環境法）

TT5
Thematic

Track

スピーカー

モデレーター

低炭素技術およびベストプラクティスの促進に向けた革新的アプローチ
TT6

Thematic
Track

スピーカー 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

アニル・ミスラ　国際連合工業開発機関（UNIDO）ニューデリー地域事務所 ナショナル・プロジェクト・マネージャー

プロサント・パル　エネルギー資源研究所（TERI）産業エネルギー効率部門 シニアフェロー

マファルダ・ドゥアルテ　気候投資基金（CIF）代表

ケタン・カカッド　グジャラート州工業技術協会（GITCO）Ltd. コンサルタント

鈴木 胖　IGES 関西研究センター 所長 ／ 大阪大学 名誉教授

モデレーター アブドゥサレム・ラビ　IGES 関西研究センター プログラムマネージャー

リザンヌ・グルエン　国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）JSPSポストドクトラルフェロー
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気候変動適応における地域協力の重要性～アジアの事例～
アルニコ・パンダイ　国際総合山岳開発センター（ICIMOD）地域プログラムマネージャー・大気分野担当

三村 信男　茨城大学長

P4
Plenary
Session

スピーカー 渡辺 知保　国立環境研究所（NIES）理事長

武藤 めぐみ　国際協力機構（JICA）地球環境部長

ロハヤ・サハロム　シンガポール環境庁 気候変動計画部 副部長

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 地域ディレクター

ヘンリー・スケーブンス　IGES 自然資源・生態系サービス領域 プログラムディレクターモデレーター

武内 和彦　IGES 理事長モデレーター

スピーカー
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SDGs統合評価に関する実践的ガイダンス ―SDGsインターリンケージの定量化と可視化を通じて―
TT7

Thematic
Track

スピーカー 周 新　IGES 戦略的定量分析センター リサーチリーダー

ムスタファ・モイヌッディン　IGES 戦略的定量分析センター リサーチマネージャー

昔 宣希　IGES 戦略的定量分析センター 研究員

フライ・シェン　国連環境計画（UNEP）シニアエコノミスト

齊藤 修　国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）学術研究官

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

TS
Technical
Session パリ協定ルールブックの真に目指すべきところ～透明性を越えて～

スピーカー 松尾 直樹　IGES 上席研究員 ／ PEARカーボンオフセット・イニシアティブ代表取締役

浜中 裕徳　IGES 特別研究顧問 ／ イクレイ日本 理事長

谷川 喜祥　日本経済団体連合会 環境エネルギー本部 主幹

アジャイ・シャンカール　エネルギー資源研究所（TERI） 上席フェロー

西條 辰義　高知工科大学 フューチャー・デザイン研究所 ディレクター ／ 総合地球環境学研究所 プログラムディレクター

小野 洋　環境省 大臣官房審議官（地球環境局担当）

モデレーター 田辺 清人　IPCCインベントリータスクフォース（TFI）共同議長 ／ IGES 上席研究員

閉会セッション
CL

Closing
Session

閉会あいさつ 浜中 裕徳　IGES 特別研究顧問 ／ イクレイ日本 理事長

森 秀行　IGES 所長

都市間連携協力総括セミナー

　
同時
開催

詳細はコチラ https://www.iges.or.jp/jp/china-city/20180719.html

同時開催イベント

持続可能な生産ランドスケープ・シースケープ ～生物多様性と豊かな暮らし～
TT9

Thematic
Track

スピーカー 武内 和彦　IGES 理事長

田中 英二　国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS） SATOYAMAイニシアティブ コーディネーター

守分 紀子　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）アジア・オセアニア地域アセスメント技術支援機関（TSU-AP）代表

サシャ・アマルザマン　アデレード大学 グローバルフード＆リソースセンター 博士課程在籍

西牧 孝行　新潟県 佐渡市産業観光部 農業政策課 生産振興係 係長

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 プログラムディレクター
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二国間クレジット制度（JCM）を通じた持続可能な開発への貢献
TT8

Thematic
Track

スピーカー 高橋 健太郎　IGES 気候変動とエネルギー領域 プログラムマネージャー

小圷 一久　環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 国際企画官

チャヒャディ・ユドダホノ　インドネシア経済担当調整大臣府 資金協力担当 課長補佐／インドネシアJCM事務局長

オトゴンツェツェグ・ルブサンダ　モンゴル 環境・観光省 自然保護基金 JCM事務局

菅原 俊英　裕幸計装株式会社 取締役／ソリューション事業本部 本部長 兼 海外事業部長

モデレーター 梅宮 知佐　IGES 気候変動とエネルギー領域 研究員
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