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ISAPとは?

ISAP2015 01

公開
セッション

ネットワーク
会合

ISAPの構成

専門家会合

ISAP

持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）は、国際的に活躍する専門家や企

業、政府、国際機関、NGO関係者が一堂に会し、アジア太平洋の持続可能な開発に関する

多様な議論を行うフォーラムです。IGESが重要な役割を担う国際的・地域的ネットワークと

協力の下、毎年時宜を得たテーマを取り上げ開催し、情報共有や議論の促進とともに連携強

化を図ります。

ISAPは、1）最新の研究動向を発表・共有する公開セッション、2）テーマ別に議論を深める専

門家会合、3）地域が直面している重要課題について検討する国際的なネットワーク会合の3

つのコンポーネントから構成されます。

それぞれの議論や参加者間のネットワークを通じて、持続可能な開発に向けた課題提起と方

策論議を促す相乗効果を目指しています。
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e t Out e フォーラム概要

IGES及び国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）は「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（ISAP2015）」を2015年7月28日～29日に神奈川県横浜市で開催しました。

現在アジア太平洋地域では、経済発展著しい国々からの温室効果ガス排出量が増加する一方、地域全体が

その影響を大きく受けており、緩和策や適応策の強化に加え、持続可能な発展への道を拓いていくことが求

められています。また、国際社会においては、今年末の合意・策定に向けて、2020年以降の気候変動枠組み、

そして2016年～2030年までのポスト2015年開発アジェンダにおける新たなグローバル開発目標「持続可能

な開発目標（SDGs）」に関する国際交渉が本格化しています。ISAP2015では、気候変動問題とSDGsを持続

可能な社会の構築に向けた包括的な目標としてとらえ、多様なパートナー・関係者がどのように協力・連携し

ていくべきなのか、専門家や企業、政府、自治体、国際機関、NGO関係者とともに議論を深めました。

ISAP2015概略

公開セッション

全体会合全体会合
●　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
●　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
●　新段階に入った気候政策に向けた日本・中国・韓国の役割
●　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 

●　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
●　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
●　神奈川からエネルギーを考える
●　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
●　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
●　アジアの廃棄物処理：現場のニーズを踏まえた技術移転
●　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
●　測定・報告・検証（MRV）を通じた緩和活動の促進
●　金融包摂と気候変動適応、SDGsへの示唆
●　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
●　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
●　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

ランチセッションランチセッション
●　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
●　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 
●　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

パラレルセッションパラレルセッション

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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専門家会合・ネットワーク会合専門家会合・ネットワーク会合専門家会合・ネットワーク会合
● Expert Workshop on Low Carbon Technology Transfer: 
From Policies to Practice

● SDSN Japan準備委員会第2回会合
● Council for SDSN Japan Inauguration Meeting
● IGES Centre Collaborating with UNEP on 
Environmental Technologies (CCET) Steering Committee Meeting

● The Sixth Asian Co-benefits Partnership Advisory Group Meeting
● The Third Working Group of the Integrated Programme on 
Better Air Quality

主要メッセージ情報共有・議論

プレゼンテーション
「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」

プレゼンテーションプレゼンテーション
「LEAD-Japan API 気候変動「LEAD-Japan API 気候変動
適応のための新しい適応のための新しい

沿岸海洋環境ガバナンス」沿岸海洋環境ガバナンス」

研究成果の展示研究成果の展示研究成果の展示

森林ガバナンスに関する
IGESビデオセッション
森林ガバナンスに関する森林ガバナンスに関する
IGESビデオセッションIGESビデオセッション

日　　時

会　　場

主　　催

協　　力

後　　援

参加者数

2015年7月28日（火）-29日（水）

パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

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）

国連環境計画（UNEP）、国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）、
アジア開発銀行（ADB）、経済協力開発機構（OECD）、国立環境研究所（NIES）

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）、
エネルギー資源研究所（TERI）、横浜国立大学、横浜市立大学グローバル都市協力研究センター、
慶應義塾大学大学院  政策・メディア研究科、人間文化研究機構  総合地球環境学研究所、
サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム、イクレイ日本 

約1,200名

フォーラム概要
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OpeningpOpeningp gRemarkskgg
主催者挨拶 
浜中 裕徳　IGES理事長

来賓挨拶  
吉川 伸治　神奈川県副知事

主催者挨拶
主催者であるIGESとUNU-IASを代表して浜中IGES理事長が開会の挨

拶を行い、（登壇者、参加者、協力者への謝辞を述べるとともに）今年の

ISAPのメインテーマである“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”の基に2大テーマとして取り上げている持

続可能な開発目標（SDGs）と気候変動問題について、本年がこれらの問

題への取り組みに関し節目となる重要な年であり時宜を経たテーマであ

ると述べた。また、気候変動への取り組みと持続可能な開発目標への取

り組みはお互い独立したものでなく相互に補完する関係にあり、双方を

包括的な視点で捉え取り組む必要があることから、こうした複雑な課題に

取り組み、変革を起こすためには国や地域のレベルを超えた分野横断的、

あるいは多様なパートナーとの協働が効果的だと述べた。

来賓挨拶
吉川神奈川県副知事は、神奈川県が平成26年4月に策定した「かなが

わスマートエネルギー計画」の中で「2030年に県内の年間電力消費量

に対する分散型電源による発電量の割合を45％にする」という高い目標

を掲げ、地産地消の新しいエネルギー体系の構築に向けた再生可能エ

ネルギーやガスコージェネレーションなどの分散型電源の導入等の施策

を展開していると述べた。また神奈川県の観光についても触れ、現在箱

根の火山活動の活発化による立ち入り制限は一部あるものの、こうした

事態を乗り越え、箱根が世界に誇る観光地であると述べ観光へのアピー

ルを行った。最後に、ISAPをきっかけに、今後のアジア太平洋地域にお

ける持続可能な開発のあり方に関する国際的な議論がさらに進むことを

大いに期待していると述べた。

オープニング

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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基調講演

サックス氏は、持続可能な開発目標（SDGs）の採択まで約60日と迫っている中、持続可能な開発に向けて、

真に変革を生み出すことを目的とした「ポスト2015年開発アジェンダ」への期待が高まっていると指摘した。

喜ばしいことに、極度の貧困に対する取り組みにおいては既に大きな成果が得られている。サックス氏は、

貧困削減の取り組みを主にリードしてきたのはアジアとアフリカであり、近年貧困対策が進んでいる具体例と

して、中国の貧困レベルが1990年の60％から6％まで低下した事例を紹介した。

同時に残念なこととして、そのような取り組みが持続可能なものではな

かったことを指摘している。所得格差は拡大し、社会的疎外・失業・局所的

な貧困といった問題もまだ残っている。さらに様々な要因により、環境の持

続可能性を達成することが以前より実際に難しくなっている。サックス氏は、

このような持続不可能な開発が、いかに世界の多くの地域で不安や混乱、

緊張を生み出してきたかを理解することが重要であると強調した。

サックス氏は、こうした背景を踏まえて、開発の経路を変える上でSDGs

が重要な役割を果たすと述べた。様々な大学、研究機関、非政府組織をつ

ないで世界の持続可能性に関する課題の革新的な解決を図るネットワーク

である「持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）」もまた、開発

アプローチの再構築を支援することができるとした。

さらに、SDSNによる「大規模な脱炭素化への道筋プロジェクト（DDPP）」

は持続可能な未来に不可欠な取り組みであると強調した。

yKeynoteySpeechh

主要メッセージ

貧困削減や持続可能な開発のための様々な取り組みみにもかかわらず、今日の世界の経済成長は持続可
能ではない。所得格差、社会的疎外、失業が依然としして持続可能な開発の障害となっている。

このような持続不可能な開発が、世界中でいかに不安、混乱、緊張を生み出しているかを理解すること
は極めて重要である。SDGsは、これら未解決の課題に対処するためのまたとない機会をもたらしている。

持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）は、大学、シンクタンク、民間団体、各国政府をつな
いで知識主導型の持続可能な開発を世界中で推進しているネットワークで、SDGsの実施を促進し、温
室効果ガス（GHGs）の大幅削減に貢献する手段のひとつである。

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

報告者： IGES ポリナ・イワノワ、ピーター・バンゲート、宮澤 郁穂

オープニング／基調講演
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PlenarySessions yy 全体会合

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

概要
本年9月、世界のリーダーがニューヨークに集い、持続可能な開発目標（SDGs）とポスト2015開発アジェン

ダとして知られる新しい国際開発目標を策定する。本セッションでは、この新しい目標や各国に対する重要

性について解説し、いかにして達成し得るかを議論した。また、IGES SDGsプロジェクトによる新しい報告書

「SDGsの実現のために：課題から実施へ」を紹介しつつ、国際的に重要な役割を担う国際機関の代表者や

専門家を交えて日本を含むアジアにおけるSDGsの実施についての意見交換を行った。本セッションに引き

続き、日本でSDGsの実施を促進していくための主要なプラットフォームとして設立された「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」の発足式を開催した。

P-1

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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[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

サマリー
ザスマン氏は、IGES SDGsプロジェクトチームが発表した報告書「SDGsの実現のために：課題から実施へ」

を紹介し、これまで持続可能性の危機に対処するために様々な国際協定や国内法、地方の行動計画などが定

められてきたが、「根強い実施の隔たり」（法や計画実施の際の資源や能力のギャップ）が障害になることがし

ばしばあると指摘した。同報告書は、このような実施の隔たりを埋めるには持続可能な開発の4つ目の要素

である「ガバナンス」を改善することが不可欠であると指摘している。さらに、同報告書が持続可能な開発に

おけるガバナンスの問題を全体かつ分野別の両方の視点で取り上げていることを説明した上で、各国の開発

段階や国情に合わせて異なるガバナンスアプローチをとる必要があると述べた。

石井氏は、現在人類が直面している最大の課題は、プラネタリーバウンダリー（地球環境の限界）の範囲内

でいかにして繁栄を追求するかであり、その答えは、エネルギーから土地利用まであらゆる分野での包括的

な変革であると強調した。SDGsは、そのために必要とされる変革の枠組みを提供している。また、これは資

源の問題というよりもガバナンスの問題であると指摘し、ローカル及びグローバルの問題に対処する上での地

球環境ファシリティ（GEF）の役割は、グローバル課題であるSDGsが国や地方レベルでどのように影響するか

を理解し、適切な資金の提供をすることであると述べた。

全体会合
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国際協定、国内法、地方レベルの行動計画における「根強い実施の隔たり」が、持続可能な未来を達成
するための取り組みを阻んできた。

SDGsの実現には効果的な「計画」と「実施手段（Means of Implementation: MOI）」が不可欠で、ガバ
ナンスがSDGs達成の重要な「実施手段」となる。

プラネタリーバウンダリー（地球環境の限界）の範囲内で繁栄を追求するには エネルギーから土地利用プラネタリーバウンダリー（地球環境の限界）の範囲内で繁栄を追求するには、エネルギーから土地利用
まであらゆる分野での包括的な変革が不可欠であり、SDGsは必要とされる変革の枠組みを提供する。
変革を実現するには、マルチステークホルダー・アプローチや、効果的な広報活動を通じた明確なメッ
セージの発信が重要である。

主要メッセージ

ザクリ氏は、広報面での問題を提起し、持続可能性に関するメッセージを広めることの難しさを指摘した。

「持続可能な開発」という概念は新しいものではないが、残念ながらこの問題に対する十分な関心を集めら

れていないのが現状である。さらに、「政界の指導者」の関心を引くために、持続可能な開発を貧困や経済

発展といった他の政治的課題と結びつけることが必要であると主張した。

長谷川氏は、持続可能な開発と新たに採択されるSDGsを推進するために民間部門が行っている取り組み

を紹介した。トヨタの5ヵ年環境プランには、消費者が最適なエコカーを購入できることを目標にするなど、

車の移動性と人の快適性に対応した統合的アプローチが含まれている。また、民間部門、特に経団連など

産業界での連携が高まっていることを紹介しながら、日本の民間の技術を活用することで、世界で率先して

SDGsを実施できる可能性もあるとの展望を示した。

サックス氏は「SDGsには世界のGDPの4％ものコストがかかり実行が極めて困難」とするエコノミストの

主張に反論し、逆に「世界のGDPの4％でSDGsを達成できるのであれば、これほど安い方法はないのでは

ないか？」と聴衆に問いかけた。また、必要な投資を行うためにまずなすべきことは思考の切り替えで、現在

は短期的利益を追求する考え方が支配的であると指摘した。さらに、これは倫理や意識の転換の問題であり、

SDGs達成のために世界のGDPの4％というコストを受け入れられないのであれば、それは倫理の深刻な破

綻を意味すると述べた。

報告者： ポリナ・イワノワ、ピーター・バンゲート、宮澤 郁穂

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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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

概要
本セッションでは、IGESが進める2015年合意に関する気候変動プロジェクトのキーメッセージを紹介・議

論した。まず、UNFCCCの第21回締約国会議（COP21）及びその2015年合意に向けた展望に始まり、1）各

国が自ら決定する約束（貢献）に関して、2015年の第一回提出に続き、次回以降の検証及び提出の周期（サイ

クル）をどのように設定すべきか、2）2020年以降の気候変動枠組みにおける研究コミュニティの役割とは何

か、等を紹介した。これらのキーメッセージを基に、より意欲的な2015年合意に向け、パネリストとの議論

を行った。

[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

[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

スピーカーリスト

P-2
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サマリー
西岡氏は、パリ合意に向け、ダイナミックサイクルを構築するための野心的な目標が必要であることを言及

した。

ダナ氏は、パリ合意に向け、次の4つの柱が必要であることを述べた―先進国と途上国の双方における野

心的な目標設定といった成果に対する政府間での合意；資金と技術移転；世界の経済成長と環境影響におけ

るデカップリング（経済産出量を維持しつつ、経済活動による負の環境影響を減らすこと）；全てのステークホ

ルダーが参加する解決策の提示。

田村氏は、短期的な気候行動と長期的な目標を結びつけるための仕組みとして、「パリ気候合意とその後」

という近々発行予定のIGES報告書を紹介した。

住氏は、2度目標を達成するためには、世界的な炭素管理システム、測定・報告・検証（MRV）が、エネルギー

からのGHG排出だけでなく、土地利用と土地利用変化からの排出に関しても必要であることを強調した。

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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将来的にGHG排出を削減するための追加的な貢献として、野心的な目標と対策が必要である。

現在、低炭素社会への転換のための学習過程の段階におり、環境影響と経済成長のデカップリングを
どのように実行するかを検討することが重要である。

各国が効果的な政策を打ち出すことにより、脱炭素化に向かうことができる。

技術移転を促進し、投資の機会を増やし、低炭素社会を構築するためには、各国における研究協力が必
要である。

主要メッセージ

田中氏は、クリーンエネルギー（例えば原子力や再生可能エネルギー）を増やし、石炭から天然ガスへの移

行を進めていくことなどにより、経済成長とGHG排出とのデカップリングが可能であることを述べた。IEAが

発表した「エネルギーと気候変動」のブリッジシナリオでは、2度目標を達成するためには、エネルギー効率、

技術投資、化石燃料への補助金の廃止、石油や天然ガス採掘時に発生するメタンの削減、原子力政策の再

検討など、様々な対策を検討することが必要であることを示している、と紹介した。

チュン氏は、基本的な課題は、低炭素社会への転換をどのように実行するかといったことであると述べた。

更に、現在の経済モデルにより導かれる見解について、異なった意見や視点を持ったモデルによる試算では

異なった結果を導き出すこともあると指摘した。更に、国の成長を評価するためには、GDP以外の指標が必

要であることを強調した。

ロハニ氏は、長期投資と対策が脱炭素化に必要であることを強調した。化石燃料の補助金を廃止し、再生

可能エネルギーへの補助金政策により、低炭素投資は強化されると述べた。

報告者： IGES 脇山 尚子

全体会合
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全体会合 3

新段階に入った気候政策に向けた
日本・中国・韓国の役割

概要
気候安定化のため、2050年温室効果ガス半減は自然の摂理から導かれる世界共通目標であり、国際政治

状況に左右されることなく現世代が着実に取り組むべき今世紀最大の挑戦といえる。こうした状況下で世界

排出量の30％を占める日中韓の役割は大きく、気候安定化のカギを握る。3カ国はともに、低炭素社会づく

りに真摯に取り組んでおり、卓越した低炭素化技術と高効率の工業力、金融力をもって世界の経済を支えて

いる。3カ国が知識を共有し、地域での協力による相乗効果を高めてゆけば、その蓄積をもってアジアをはじ

め世界に大きく貢献することができる。本セッションは、長期を見据えた識者による卓越したリードのもと、科

学的気候政策を支援する各国中核研究機関による研究協力を進め、世界に発信する「日中韓ハイレベル気

候政策研究フォーラム（Japan-China-Korea Tripartite Climate Policy Research Forum）」の立ち上げを宣言

するものであった。

P-3

ISAP2015 International Forum for 
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[ビデオメッセージ]  
福田 康夫  元日本国内閣総理大臣

[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]
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
ケジュン・ジャン  中国能源研究所シニアリサーチャー
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

スピーカーリスト

サマリー
浜中氏がモデレーターを務めた本セッションでは、「日中韓ハイレベル気候政策研究フォーラム」の発足構

想が宣言され、各々の国から招かれた著名なスピーカーが共同研究の重要性について議論した。

冒頭のビデオメッセージで福田康夫元内閣総理大臣は、持続可能な発展を目指す必要性を訴え、また気候

行動をより強化するためには日中韓の協力が不可欠であると強調した。

キーノートスピーチを行った川口氏は、2度目標の重要性と現在のギャップを説明した上で、3カ国の地理

的・経済的な緊密性、また技術力・資金力の高さや再エネ導入に積極的である点を挙げ、3カ国の協力の有効

性を述べた。他方で電力網の整備や石炭火力の問題など共通課題も多いことに言及し、革新的な社会・経済

構造を協働して創造することで世界へ大きく貢献できるだろうと結論付けた。

全体会合
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リー氏は、国境を越えた強い協働体制を敷くことは、コスト、技術、流通、需給の安定などの点で、個別に

行動するよりも合理的であると主張した。フォーラムで議論すべきテーマとして、3カ国を結ぶ電力網または

天然ガスパイプラインの構築、天然ガスの価格の調整、原子力の安全性の確保、共通の炭素政策、炭素市場

の構築などを挙げた。

ジャン氏は、3カ国の中でも中国の排出量が最も大きいことに触れ、中国は2030年よりも早くピークアウト

を迎えなければならないが、近年の経済構造が再エネや原子力の積極的導入へ移行してきている点や、今後

の経済効率の最適化、省エネ改善、CCS導入、生活習慣の変革を通してその達成は可能であるとの発表を行っ

た。

パネルディスカッションでは、冒頭で小林氏が各スピーカーの発表の感想を述べ、研究テーマとして、3カ

国のサプライチェーン全体における排出量（スコープ3）の削減、コンパクトな都市開発、環境と経済活動を結

びつけて民間事業者を巻き込むこと等を挙げた。

続く議論では、気候政策だけでなく他の国家利益にも資するために「協働」すること、世界に対して透明性

をもって内容を公表していくこと、アジア全体の気候政策への貢献、政策決定者や大学なども含めた全てのス

テークホルダーを巻き込むこと等が意見され、当研究フォーラムが世界に大きく貢献できるような成果を出し

ていきたいと締めくくられた。

ISAP2015にて正式に発足した「日中韓ハイレベル気候政策研究フォーラム」は、温室効果ガス（GHG）
の排出削減を目的に、日中韓で科学的根拠を持つ気候政策に関する共同研究を行う。

日中韓の3カ国は世界GHG排出量の約30%を占め、それらを大幅に削減するための強力な技術力と資
金力を持っている。

共同研究の主要テーマとして、再生可能エネルギー、持続可能な都市計画、日中韓を結ぶ電力網・天然
ガ 網 統合 炭素政策 び炭素市 安全 制等が挙げガス網、統合された炭素政策及び炭素市場、原子力の安全規制等が挙げられた。

主要メッセージ

報告者： IGES  鈴木 暢大

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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全体会合 4

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

概要
持続可能な開発目標（SDGs）における貧困の撲滅や万人の福祉の促進といった重要な目標は、加速を続

ける気候災害の中では実現不可能であるが、エネルギーといったいくつかのSDGsの主要分野で効果的な対

策がなされれば、壊滅的な気候変動を回避することにつながる。気候変動対策は、SDGsの達成につながり、

逆もまたしかりである。このように、この二つの議題には大きな相乗効果を生み出す可能性があり、その効

果は適切な政策と技術的な選択がなされれば、実現が可能である。本セッションでは、この二つの議題の相

関性に焦点をあて、起こり得る相乗効果やトレードオフについて意見交換を行い、それぞれの議題がこれま

で別々に国際交渉を経てきた背景、また、これからの実施においていかに双方を結びつけていくべきである

かを議論した。

[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

P-4
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サマリー
玉木氏は、金融危機と気候変動を比較し、金融危機では十分な備えができていなかったが、気候変動に関

しては既に科学的知見が得られていると述べた。また、金融危機とは異なり、気候変動の場合は救済策を期

待できないとし、金融危機のコストは22兆米ドルであったが、気候変動リスクのコストはそれをはるかに上

回るだろうと指摘した。

ベングソン氏は、気候変動を止める必要性について指摘し、気候変動を止めなければSDGsを達成できな

いと述べた。17の目標には強力な相乗効果があるが、対立やトレードオフも存在する。気候変動は逆走する

エスカレーターのようなもので、常に走っていなければ同じ場所にとどまることすらできず、前へ進むには猛

スピードで走り続けなければならない。

小嶋氏は、人類が安全に活動できる領域を確保することを目的とした2つのプロセスの相互補完性につい

て解説した。現行のSDGsは包括的で柔軟であるが、同時に効果的かつ実施可能でなければならない。また、

目標の実施能力に応じて異なる役割を各国が担うことが必要である。

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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金融危機と気候変動を比べると、金融危機では十分な備えができていなかったが、気候変動に関しては
既に科学的知見が得られている。また、気候変動の場合、金融危機時のような救済策は存在しない。金
融危機のコストは22兆米ドルであったが、気候変動リスクのコストはそれをはるかに上回ると考えられる。

従って気候変動を早急に止める必要があり、それができない限りSDGsは達成不可能である。17の目標
には強力な相乗効果があるが、対立やトレードオフも存在する。人類が安全に活動できる領域を確保す
るには2つのプロセスの相互補完性が重要である。現行のSDGsは包括的で柔軟だが、同時に効果的か
つ実施可能でなければならない。

目標の実施能力に応じて異なる役割を各国が担うことが必要であるが、SDGsと気候変動の相乗効果や
トレードオフを考察する際には常に人を中心に考えなければならない。

主要メッセージ

アマド氏は、常に人を中心に考えるべきであると主張した。先進国の最大の義務は途上国を支援すること

で、特に技術・生産プロセス面での貢献が求められている。制度の普及と資金の増強に関しては、状況はより

複雑になっている。

市村氏は、プラネタリーバウンダリー（地球環境の限界）の範囲内で開発を計画すべきであると強調した。

これまでの投資は短期的利益に焦点があてられていたが、SDGsの実施には投資による長期的なコベネフィット

（相乗便益）をしっかり理解することも必要である。

シュレスタ氏は、政治への当事者意識、リソース、そして見識のあるリーダーに対する国民の支持が必要で

あると主張した。

報告者： IGES ポリナ・イワノワ、ピーター・バンゲート、宮澤 郁穂

全体会合
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パラレル／ランチセッションParallel/
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

概要
国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）とIGES共催による本セッションでは、7月26日～27

日に開催した日、米、独、仏、英の低炭素技術分野の専門家による専門家会合の成果を報告すると共に、参

加者と共に未来の低炭素技術移転分野の可能性について議論を行った。低炭素技術普及策に関する課題

や解決策、アジア途上国における低炭素技術普及に必要な枠組みやキーとなる専門機関、パリで行われる

COP21、そして未来に向けて必要な取り組みなどを模索した。

スピーカーリスト

[スピーカー] 
服部 崇  国際エネルギー機関（IEA）環境・気候変動ユニット長
鈴木 政史  上智大学大学院地球環境学研究科准教授
マルクス・ヘイグマン  NewClimate研究所共同創設者
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  ＜欠席＞

[モデレーター] 
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

L-1
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技術開発のための「計画性と柔軟性の組み合わせ」は、本セッションにおける主要メッセージである。
この包括的なメッセージにはいくつかの重要なサブテーマを含む。1）技術の異なるタイプにおける柔軟
なメカニズムと政策の重要性、2）技術の進歩と動向を学ぶための長期的かつ周期的な分析の重要性、
3）適切な政策を適切なタイミングで実施する重要性、4）技術移転を推進する上で特定の技術の特定の
国における利点を見つけ出す必要性、そして、5）全体のガイドライン戦略としての「計画」→「実施」→「実
施からの学びに基づく計画の改訂」というステップの重要性、である。

主要メッセージ

サマリー
ドール氏は、まず日本の低炭素技術の国際的な評価と効果的な普及に関して、UNU-IASがIGES、アジア工

科大学院（AIT）と連携して実施する新プロジェクト「海外におけるCO2排出削減技術評価・検証事業」、特に国

連大学が担う当分野における国際連携について紹介を行った。また、本ランチセッションに先立ち開催した

日、米、独、仏、英の低炭素技術分野の専門家による低炭素技術協力に関する専門家会合の成果を簡潔に報

告した。

服部氏は、技術移転の問題（課題）について、1）革新的技術の展開及び2℃シナリオ（2DS）の実現へのプロ

セスの重要性、2）適切な政策を適切なタイミングに実施することの重要性、3）国際協力、特に官民パートナー

シップ（PPP）の必要性、の技術移転に関連した3つの主要要素を中心に説明を行った。

鈴木氏は、技術移転における主要なトピックスに焦点を当て学術的な見地から発表を行った。技術移転に

関するタイプ、チャネル、バリア等を明らかにすると共に、特に技術移転のバリアについては、関連する事例

結果を報告し、さらにバリア解決のための制度や政策等、見識を紹介した。具体的な技術の内容にも触れ、

GHG排出削減のためコベネフィット技術の効果的な移転の重要性を強調した。 

ヘイグマン氏は、発展途上国に向けた低炭素技術の開発と移転に関してドイツの経験を中心に発表を行っ

た。発表では、主に、技術移転先の国や地方等現地の状況を学ぶ重要性、民間セクターの効果的な関与の重

要性、オプションの間の柔軟性の必要性、及び効果的な技術移転が可能となるような環境整備の重要性につ

いて強調された。

パネルディスカッションでは、主に技術移転分野におけるCOP21での交渉に対する関連付けやインプット

という点に焦点を当て議論を継続した。パネリストは、長期的な目標設定と計画に関する検討の必要性、長

期的な計画と短期的な計画のバランス、及びその柔軟性の必要性を主に強調した。

またIEAがCOP21に向けエネルギーの観点から提案した以下の4つの柱―1）世界のエネルギー関連GHG

排出量が早期にピークに達する状況の整理、2）5年ごとの各国気候目標の見直し、3）気温上昇を2℃未満に

抑えるという世界の気候目標を、共通の長期的な排出削減目標で示す、4）エネルギー部門における脱炭素化

を追跡するプロセスの確立―に関しても議論を行った。さらに一般参加者から質問された地熱発電技術に関

しても議論を行った。

報告者： IGES 橘 美加

パラレル／ランチセッション（28日）
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PL-1

スピーカーリスト

[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  コロンビア大学地球研究所
ティエリー・シュワルツ  アジア欧州財団（ASEF）政治経済部長

[チェアー]
石井 哲也  IGES統括研究ディレクター／プリンシパルフェロー

[モデレーター]
蟹江 憲史  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

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

概要
持続可能な開発目標（SDGs）の達成のためには各国・地域でのSDGs実施のための枠組みや組織体制、財

政支援、説明責任制度の設定などが必要である。これらSDGs達成のための仕組みづくりはSDGsの実施に

先立って必要である。本セッションでは政府関係者及び専門家を招き、アジア諸国のSDGs実施のための「準

備」について議論を行った。
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SDGsを国レベルでより実施しやすくするためには、各国が長期的な開発構想を立案し、それを達成する
ための課題の克服手段と関連づける必要がある。

民間セクター、市民組織、政府関係者や若者など多様なステークホルダーの協働を促すことがSDGsを
国レベルで実施するためには必要不可欠である。

政府関係者のデータ構築や統計整理のための能力強化が重要である。

SDGsを地域に適応させるためには、目標と課題を特定し、包括的なアプローチを行うことが重要である。

主要メッセージ

サマリー
石井氏は本セッションを開始するにあたり、SDGsは現在国連で策定のための最終的な交渉が行われてい

るが、各国でSDGsを達成するのは困難だがやりがいがあると述べた。

蟹江氏は国際的な目標であるSDGsを国・地域レベルで実施する際の課題を指摘した。アジア地域では特

にSDGs実施のための組織的枠組みがないため課題が多いことを述べた。

グリッグス氏はSDGsの認知度が低いことを強調し、オーストラリアでの政府や企業などのステークホル

ダーを対象にしたSDGs周知プロジェクトを紹介した。また、ビジネスワークショップを開催し、民間セクター

からのSDGs取り組みの参加を促している。

アトマウィカルタ氏はアジア太平洋諸国では自国の開発プライオリティとSDGsが深く関連しているため、国

レベルでの実施計画や活動の策定は県や地区レベルよりも容易であると言及した。

ザクリ氏は持続可能な開発のコンセプト自体は新しいものではないが、SDGsは地球規模で包括的な取り

組みを必要とするため、国レベルでの各目標実施には優先度合いによって妥協も必要となってくると述べた。

また、SDGs実施のためには市民の意識の向上や教育がきわめて重要であることを主張した。

山田氏はMDGs実施の過程は各地域・国によって異なり、その差が大きいことを指摘した。SDGsは開発機

関だけでなく、また開発度合いにかかわらず各国の一般市民にも広く認知されることが重要である。JICAで

は市民意識向上のための活動を国際レベルに限らず各国・地域レベル及び日本国内でも行っている。

サムシュワール氏はSDGs実現のためには伝統的な開発体制ではなく、それぞれの国がそれぞれの開発状

況に合わせた取り組みを実施する必要性を強調した。また、先進国と途上国が知識を既存のネットワークを

使って共有し、若者の関与を促進させることが重要であると述べた。

シュワルツ氏はいくつかの国では既にSDGsに関連する開発を進めており、それに関する国レベルのデー

タも公開されている。しかし、SDGsの17個の目標及び169個のターゲットはより多くの人に理解されるため

には多すぎであり、その数の多さは実施の際にも課題となり得ると述べた。

報告者： IGES 羅 佳寶

パラレル／ランチセッション（28日）
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PL-2

スピーカーリスト

[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  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
田辺 清人  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
テルマ・クルーグ  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
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  環境省 地球環境局研究調査室 室長

[モデレーター]
平石 尹彦

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

概要
科学的に堅実な国別温室効果ガスインベントリは、気候変動問題の科学的な理解の基礎を提供するととも

に、効果的な温室効果ガスの削減策の検討・実施に貢献する。本セッションは、気候変動に関する政府間パ

ネル（IPCC）の第5次評価報告書（AR5）の主要なメッセージを踏まえつつ、温室効果ガスインベントリの重要

性やIPCCインベントリータスクフォース（TFI）の役割に関する理解を深めるために開催された。
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国別温室効果ガスインベントリは、温室効果ガスの排出量・吸収量をオープンで透明性のある形で、計
測・報告・検証するために重要であり、効果的な気候変動対策の検討・実施に貢献する。

IPCC TFIによるインベントリガイドラインの開発・改善・普及は、国レベルのみならず施設など他のレベル
での温室効果ガスの排出量・吸収量の計測を促進し、今年12月のCOP21において合意が期待される
2020年以降の新しい国際枠組みにも貢献する。

国別温室効果ガスに係る先進国及び途上国の国際協力は、途上国での温室効果ガス排出削減の強化
に向けて、重要な役割を果たす。

主要メッセージ

サマリー
田中氏の挨拶によって、セッションが開会され、日本国環境省がIGESに設置されているIPCC TFI技術支援

ユニット（TSU）の活動を引き続き支援していく旨、発言され、司会の平石氏はこれに対し謝意を表明した。

リン氏はIPCCの構造、歴史、活動を説明した。またIPCCが科学者と政府代表との間で、どの様に科学的

に堅実な報告書を作成しているかを紹介した。

平石氏はIPCC AR5の主要なメッセージをハイライトし、1870年からの累積の二酸化炭素排出量が気温を

2℃以内（1861~1880年比）の上昇に抑えられないレベルに近づいていると説明した。また、現時点で提出さ

れている各国の約束草案の内容では、2℃目標を達成するには不十分である可能性があると指摘した。

田辺氏は国別温室効果ガスインベントリの役割とTFIの活動を紹介しつつ、気候変動に対応するためには、

IPCCインベントリガイドラインを活用しながら、オープンで透明性のある形で温室効果ガスの排出量・吸収量

を計測する必要があると説明した。

クルーグ氏はUNFCCC下で各国から報告されている温室効果ガスの排出量・吸収量の傾向を紹介しつつ、

UNFCCCの実施における国別温室効果ガスインベントリの重要性を強調した。また、途上国の温室効果ガス

排出量・吸収量に関する計測・報告・検証の状況を紹介した。

アービング氏は米国の国別温室効果ガスインベントリと施設レベルでの温室効果ガス排出報告プログラム

を紹介した。また、IPCCのガイドラインがこれらの活動に寄与したことを指摘した。更に、これらの活動によっ

て主要な排出源が明らかになり、大気浄化法等を通じた温室効果ガスの排出緩和の強化に繋がるところが

あったと説明した。

竹本氏は気候変動対策におけるTFIの活動の重要性を指摘した。また、途上国での科学的に堅実なインベ

ントリの作成は当該国での温室効果ガス排出削減に貢献すると述べた。

報告者： IGES 仲田 宗行

パラレル／ランチセッション（28日）
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神奈川からエネルギーを考える

概要
低炭素社会づくりには、自然災害に強い社会であることに加え、地方自治体のエネルギー政策や地域産業

界による自発的な活動がより重要である。地域の役割は、分散型や再生可能なエネルギーの観点からも大切

であり、例としてスマートグリッドが挙げられる。低炭素で強靭な地域のエネルギーシステムを構築するには、

スマートグリッドは要のインフラであり、その中では、電力自由化のもと、地域社会はエネルギー供給者にも

消費者にもなり得る。本セッションは東京工業大学の柏木教授による基調講演から始められた。それに続く

神奈川県は意欲的にエネルギー革命の起点になろうとしており、「かながわスマートエネルギー計画」とそれ

に伴う関連の活動を紹介した。その後地域産業界から、Fujisawa SSTマネジメント株式会社とほうとくエネル

ギー株式会社の2社が、市民協力のもと自発的にエネルギーファンドを設立したといった自社の活動を紹介

し、IGESより再生可能エネルギーの普及策について発表を行った。

PL-3

[キーノートスピーカー]
柏木 孝夫  東京工業大学特命教授／名誉教授

[スピーカー] 
藤巻 均  神奈川県産業労働局長
宮原 智彦  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
志澤 昌彦  ほうとくエネルギー株式会社取締役副社長
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
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日本においてもエネルギーの地域への分散が進みつつあり、その鍵となるアクターは自治体である。

実際に、神奈川県では様々な取り組みがなされており、特に再生可能エネルギーの導入は進んでいる。

Fujisawaモデルは高い技術を持って、環境に配慮するだけでなく、安心・安全な街作りを可能にしている。

小田原市では、地元企業、市民が参加したメガソーラープロジェクトが経済的にも地域の活性化に
つながっている。

今後、こういった地方自治体による取り組みをより広げて行くため、「緑の贈与」といった政策の展開が
期待される。

主要メッセージ

サマリー
モデレーターである塚本氏が、東日本大震災以降、街自体がエネルギーを作り、そのことにより街のエン

パワメントにつなげるという動きがある点を指摘し、本セッションにおいて神奈川県の経験を紹介すると説明

した。

柏木氏より基調講演が行われた。最近、日本の最新のエネルギーミックスが公表され、またこれに基づく日

本の戦略的なCO2削減目標が公表された。今後、電力、ガスの小売りの自由化が進み、日本でもエネルギー

のシステム改革が進むだろう。大規模集中型電力で効率の良いものが残り、これに加えて分散型電源が入っ

てくることとなる。技術立国として、需要と供給一体型のエネルギーシステムを国際社会に提示することが出

来る。また、これを今後仕掛けていくのは自治体だと考えている。

藤巻氏より「かながわスマートエネルギー計画」の推進について発表があった。神奈川県では、2030年度

までに分散型電源を45％まで導入する計画をしている。太陽光発電をメインにすることとしており、特に薄膜

太陽電池（軽いパネル）の普及を進めている。また、ZEH（消費するエネルギーを自分の家で作ること）やスマー

トコミュニティーの導入を進める。

宮原氏よりFujisawa街作りモデルについて報告があった。Fujisawaでは、環境配慮の他、災害に強い街作

りを高い技術をもって実現している。エコと快適を両立し、住民自らが街づくりに参加するFujisawaの仕組

みは国内外で高い評価を受けている。

志澤氏より市民参加による再エネプロジェクトの紹介があった。地元企業の出資によりほうとくエネルギー

株式会社が誕生し、さらに市民ファンドの支援を受けて、小田原メガソーラー市民発電所が始動している。地

域で行うことで、維持・管理費が地域に還元されるメリットがある。

松尾氏は、世界的に再生可能エネルギーの展開が加速する中、気候変動は未だ政策決定者の優先事項に

なりにくい実態を指摘した。IGESでは、日本の政策のひとつとして、高齢者の資産を地元の再エネ導入に活

用し、子や孫に便益をもたらす「緑の贈与」を提案した。

最後に柏木氏より、本セッションの発表を通じて、地域で循環するモデルのあり方について考えることが出

来たとのコメントがあった。

報告者： IGES 梅宮 知佐

パラレル／ランチセッション（28日）
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PL-4

スピーカーリスト

[スピーカー]
玉木 林太郎  経済協力開発機構（OECD）事務次長
服部 崇  国際エネルギー機関（IEA）環境・気候変動ユニット長

[討論者] 
玉木 林太郎
服部 崇
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

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

概要
気候変動に関する国際交渉において、世界の平均気温の上昇を産業革命以前のレベルから2℃以内に抑

える長期目標（2℃目標）について合意がなされているが、現時点では2℃目標を実現する経路に乗っておら

ず、気候変動対策を強化する必要がある。そのために、より強力な政策が必要であるだけではなく、低炭素

政策とエネルギー政策、税や補助金といった財政・金融政策、あるいは貿易政策といった異なる政策間の不

調和（misalignment）を是正していくという新しい視点が必要である。本セッションでは、そのような取り組

みとしてOECDが昨年より進めてきた「低炭素経済への移行のための政策調和」（Aligning policies for the 

transition to a low carbon economy: APT）プロジェクトの主要メッセージを紹介するとともに、2℃目標達成

に向けた低炭素政策という視点がメインストリーム化されていない我が国の現状と政策間調和の必要性につ

いて問題提起した上で、我が国及びアジア太平洋地域における政策間不調和の具体例や政策調和の可能性

について議論を深めた。
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低炭素社会政策においては炭素価格付けが中核的な役割を果たす。このような政策を通じて、長期的
により低炭素に投資が向けられるように市場の自由化を進めるべき。

持続可能性に向けた税制改革には炭素税やエネルギー課税が第一歩となるが、所得というgoodsへの
課税から排出などのbadsへの課税にシフトしていくことが今後の課題。

気候変動に関する政策調和の議論においては、実施可能性を高めるためにも、交通政策や産業政策な
どそれぞれの政策目標に貢献するようなコベネフィットの視点が重要。

環境・社会的側面も含めた投資による長期的な収益についての経済学的な理論構築や、GDPの質的側
面を明示的に示すことができる指標が必要。

主要メッセージ

サマリー
松下氏からの開会の挨拶に続き、まず、玉木氏からAPTレポートの紹介があり、特に税金に関するセクショ

ンの事例をもとに、炭素価格付けと化石燃料補助金改革を低炭素社会政策の中核として、各種政策を調和さ

せていくことが重要であることが述べられた。また、この結果を活用して各国の低炭素社会に向けた政策議

論を活発化させてほしいという願いが示された。

続いて、服部氏からは主にAPTレポートの電力に関するセクションの結果が紹介され、特に電力自由化に

ついて、長期的供給合意（long term supply agreement）などの市場整備、頑健で安定的な炭素価格シグナル

などを通じて、長期的により低炭素に投資が振り向くように市場の自由化を進めるべきなどの提言がなされた。

チュン氏は、気候政策によりGDPが減少するという現在の経済理論は懐疑的であり、環境・社会的側面も

含めた投資による長期的な収益についての理論構築が必要であると主張した上で、課税対象を所得（goods）

から資源利用や排出（bads）へとシフトすることで、経済成長と排出量削減という二つの目的の同時達成が可

能になると指摘した。

小嶋氏は、気候変動に関する政策調和においては各省庁の政策目的にも貢献するようなコベネフィットの

視点が重要という観点から、たとえばバイオエネルギーを促進するために間伐材の利用を促すような林業政

策や、自転車の活用を進めるために自転車道を整備する交通政策などを進めていくことが必要と述べた。

会場からの質疑応答では、アジア諸都市で地下鉄を整備するための資金動員や日本で自転車通行レーン

を整備するための方法について質問がなされ、パネリストからの返答として、長期的なビジョンを持つリー

ダーシップや交通環境・交通ルールの改善の重要性が指摘された。

報告者：IGES 蒲谷 景、粟生木 千佳

パラレル／ランチセッション（29日）
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PL-5

スピーカーリスト

[スピーカー]
ラビィ・アブドゥサレム  IGES関西研究センター タスクマネージャー

[討論者] 
リザル・エドウイン・マナンサン  インドネシア経済調整省 インドネシア合同委員会議長
モハメド・ジアウル・ハク  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）
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／東京大学環境安全研究センター教授

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: JCMを通じた低炭素技術の導入経験の紹介

概要
本セッションでは、途上国に向けた低炭素技術移転プロジェクトの実施に際して、これまでのパートナーシッ

プ成功例を基に、多国間、地域間、二国間という関係、そしてその中での公的、民間部門の連携に関しどういっ

たパートナーシップの機会があるのかについて議論を行った。パネリストには、アジア開発銀行（ADB）、国際

協力機構（JICA）、二国間クレジット制度（JCM）ホスト国事務局、民間企業、大学・研究機関の関係者を迎え、

パネルセッションを通じて具体的なパートナーシップのあり方を特定した。

サマリー
ラビィ氏は、インドにおけるプロジェクトの教訓として、低炭素技術の移転を進める上での技術とファイナン

スのマッチメイキングをいかに強化していくかについて発表した。1990年来、低炭素に資する技術移転のた

めのイニシアティブが増加し、それぞれ進展しつつあるが、お互いに調整がされていないため、それらを有

効に活用するために有機的に関係（シナジー）させる必要があるとの指摘があった。これに対し、新しい技術

移転のスキームともいえるJCMにはそのシナジーを実現させる大きな可能性があるとの示唆がなされた。

リザル氏は、インドネシアにおいてJCMがいかに発展してきたか、今後さらに発展させていくには何が必

要かについて発表した。技術移転についてはニーズとのマッチングだけではなく、地域にどう適応させるかと

いう課題が依然としてあるとの指摘があった。この点、都市間連携は文化的な交流と経済協力という点で期

待ができるとの指摘があり、排出削減を確保する一方で、より先進的な能力開発、持続的な開発の確保が必

要であると指摘された。マッチングの促進に向けて、JCM事務局による情報の集約やビジネスフォーラムの

開催等が提案された。
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JCMは公的、民間セクターにおいて低炭素プロジェクトを推進することに活用できる。さらなる活用に
向けて資金調達機関、政府、民間、産業協会などと低炭素技術移転のための協調投融資スキームを共
有するためのプラットフォームが必要である。

プロジェクトの実現可能性調査や実行のための投資だけではなく、さらに以前の技術のマッチメイクの
段階においても外部資金は必要である。

JCMプロジェクトの展開のため、プロジェクト規模による分類、プログラム型JCM、持続可能な発展への
貢献による優先的取扱いなども必要である。

主要メッセージ

報告者： IGES 浅川賢司

モハメド氏は、バングラデシュにおけるBOCM（JCM）の発展可能性と課題について発表した。2020年以降の

国際枠組みにおいてクレジットの取引可能性を明確にする必要があるが、プロジェクト開発のためのビジネス

マッチングやプロジェクト実施後のモニタリングを進めるため、低炭素技術を扱う民間企業をサポートする必

要があるとの指摘があった。資金支援については、地球環境ファシリティ（GEF）などとの協力が必要と指摘した。

齋藤氏は、インドネシアにおける最初のJCM登録プロジェクトである高効率冷凍機導入のプロジェクトを実

施してきた経験から、JCMプロジェクトにおける課題について発表した。同プロジェクトでは、削減規模が小さ

いプロジェクトにおいてであっても保守的な削減量を選択しなければならないことと、設備補助において必要

な国際コンソーシアム形成における難しさなどが挙げられた。しかし、JCMはBAUに比べ温室効果ガスを大

きく削減するだけではなく、CDMにおいて進みづらかった省エネの推進などに大きく貢献しているとも指摘し

た。JCMの改革提案として、プログラム活動や幅広いプロジェクトに対応できる方法論の開発を提案した。

杉本氏は、ADBのJCM基金であるJF-JCM、その最初のプロジェクトであるモルジブの太陽光発電プロジェ

クト、アジア太平洋気候技術ネットワーク・資金センターのためのUNEPとの連携を紹介した。

森氏は、インドにおける中小企業のための省エネ投資に向けて、インド小規模産業開発銀行（SIDBI）を通

じた無利子融資によるJICAの支援について紹介した。同支援に関する教訓としては現地の中継（仲介）銀行

との効果的な連携が非常に重要であり、それと同時に省エネについての中小企業の意識向上が不可欠であ

るとの指摘もあった。JCMの規模拡大として、工業クラスターを対象とした支援や、パブリック・プライベート・

パートナーシップの活用を挙げた。

チャン氏は、アイディアブリッジアセットマネージメント社による中小企業の特許や知的財産権の取得に関

する支援について紹介した。同社は中小企業の特許などに対して投資し、当該中小企業が買い戻すまで投資

を維持することで、中小企業の競争力維持を保つことに貢献しているとの紹介があった。また、同社はこの活

動を低炭素技術移転に応用し、発展途上国において先進国から移転された技術の特許、知的財産権を保護

することに貢献するとの示唆があった。今後のJCMの展開として、ファイナンスについて議論を進めることが

望ましいとされた。

ディスカッションでは、低炭素技術移転のためのマッチメイクやキャパビルのためのプラットフォームの必

要性が議論され、おおむね賛同を得た。特にJCMについてはホスト国における担当者レベルの能力の向上

が必要であるとの指摘があった。また、JCM手続きについては、方法論の汎用性を向上することが必要で、

正確なモニタリングシステムの構築も必要であるとの指摘があった。また、現地企業への新しい技術の導入

について、トップダウンで行われる方が効果的であるとの指摘があった。

パラレル／ランチセッション（29日）
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PL-6

スピーカーリスト

[スピーカー]
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
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  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

アジアの廃棄物処理：
現場のニーズを踏まえた技術移転

概要
国連環境計画（UNEP）国際環境技術センターは、環境上適正な技術の途上国への普及促進のため、1992

年に設立された。現在、あらゆる形態の廃棄物を対象とする「ホリスティックな廃棄物管理」を中心に活動し

ている。大阪にあるこの国際機関を最大限活用し、日本の技術を生かした環境問題の解決に寄与するため、

2014年12月、UNEPとIGESは、環境省の専門家委員会の提言を受けて、「IGES-UNEP環境技術連携センター」

の設立に合意した。本セッションは、同センターの設立を記念し、廃棄物管理におけるUNEPの活動の紹介と

ともに、アジア太平洋諸国における廃棄物処理技術のニーズを展望し、これらのニーズに応えるための方策

について議論した。
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多様な開発パートナーから知識・資金を集約し、HWMを実現することは、経済成長と資源消費とを切り
離し（デカップリング）、大量消費型社会から循環型社会へと経済システムの変換を図る上で重要となる。
効果的な廃棄物管理システムは、強固な制度設計の基礎の上にはじめて成立しうる。

廃棄物処理技術をめぐるニーズや政策環境は、アジア諸都市間で大きく異なり、汎用的な解決策はない。
技術移転の成功のためには、現地のニーズ、慣習、政策環境を精査し、これらに合致する技術を選択す
る必要がある。

多くのアジア諸国では行政能力、資金、信頼性の高いデータ、政治的意思の欠如が課題であり、これら
の点で地方自治体を強化することがHWM実施の要となる。

主要メッセージ

サマリー
本セッションのオープニングとして、シュレスタ氏はホリスティックな廃棄物管理（HWM）へのアプローチ

の必要性を指摘し、同概念が人口増加、急速な都市化、拡大する資源消費から生じる諸課題への方策として

SDGsの柱に位置づけられていると説明した。 

小野川氏からは、IGESと2015年に新設されたIGES-UNEP環境技術連携センターについて報告があった。

同センターは、日本から途上国政府への技術移転の促進と、当事者間の互恵的関係の構築をミッションとす

る国連環境計画国際環境技術センター（UNEP-IETC）の活動を支援することを目的として設立された。

最後にアガムトゥ氏からHWMの概念について発表があり、行政・住民・企業・インフォーマルセクターな

ど多様な関係者の参画が重要である旨説明された。また、途上国では往々にして、信頼性の高いデータや

HWMの根拠となる法令の不在が障壁となりがちであり、同時に戦略設計には人々の行動様式や経済的なイ

ンセンティブを考慮する必要があると指摘された。

ディスカッションでは、途上国での技術ニーズについて、討論者よりフィリピン、マレーシア、インドネシア

の経験が報告された。日本では焼却処理が広く普及しているものの、これらの国々では、法律により焼却処理

が禁止されている（フィリピン）、現地のニーズに合致している（インドネシア）、焼却処理に対する住民の反対

がある（マレーシア）などの理由により、コンポストによる有機系廃棄物処理が評価される傾向にある。都市間

連携による知識や経験の共有は、時に行政能力、資金、政治的意思に欠ける地方自治体を支援し、国レベル

の廃棄物管理戦略を実施面で後押しするための有効な手段となりうる。

高橋氏は民間企業の視点から、政府による制度設計が官民パートナーシップ（PPP）成功の前提であると主

張し、須賀氏からは回収から処理までシステム全体を捉える視点の重要性が指摘され、日本からの支援につ

いて、1）国レベルでの規範構築、2）地方自治体レベルでの実施支援、3）民間レベルでの技術移転、の三層に

おけるパッケージ協力の可能性が示された。三原氏からは、研修事業や中小企業との官民協力など、大阪市

による都市間連携の経験が共有された。

報告者： IGES-UNEP環境技術連携センター 矢笠 嵐

パラレル／ランチセッション（29日）
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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

概要
PM2.5の問題は、アジアの大気汚染の深刻さと複雑さを如実に示している。大気科学は、大気汚染と気

候変動という二つの課題を同時に緩和できることを証明しているにもかかわらず、アジアの大気汚染政策

と科学の間には依然として大きな隔たりがある。本セッションでは、キャパシティ、法的拘束力、データ等

の不足に直面する各国政府や国際機関における科学と大気汚染政策の統合について可能性と課題を明ら

かにした。また、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）の設立により、域内協力を促進し、

科学と政策のインターフェイス強化を目指す取り組みについて話し合われた。

スピーカーリスト

[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持続可能な社会のための政策統合領域 研究員
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

[チェアー]
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

[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-2
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サマリー
藤田氏は、環境省が近年中国や韓国及び国際機関と協力し、科学的知見に基づく対策の強化を通して、ア

ジアの大気質改善に向け取り組んでいることを紹介した。

パドゥ氏は、長期的視点に基づく大気汚染対策の必要性を強調した。また、2016年8月の完成と実施開始

を目指し作成中の、大気汚染対策実務者向け「アジアの正常な都市大気環境のための手引き」について進捗

状況を報告した。

馮氏は、中国の大気汚染に係る科学と政策について発表した。2000年代以降、中国でも科学と政策の連

携強化が見られるが、今後更に市民参加型で複数の汚染物質削減に向けた大気汚染管理が急務であるとの

見解を示した。

松本氏は、日本における大気汚染政策について発表した。 様々な政策や取り組みにより、日本でのススや

ばいじん、ブラックカーボン等の排出状況は過去数十年間減少を続けている。

秋元氏は、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）について現状を報告した。APCAPの主

な活動は、合同会合実施、科学パネル発足、そして地域でのアセスメントである。今秋初めての会合が予定

されている。

質疑応答では、ストックホルム環境研究所のケビン・ヒックス氏が、短寿命気候汚染物質（SLCP）の削減は

アジアで複数の問題解決を可能にする点を強調し、また鈴木氏が、アジアに根ざした大気科学を政策に活か

し、両者のインターフェイス強化の重要性を述べた。

中国の大気汚染対策には、政府職員の能力強化、情報公開の強化、コベネフィットを重視した政策策定
が必要である。

日本では、ブラックカーボンはかつて大気汚染物質と見なされていたが、近年短寿命気候汚染物質
（SLCP）との認識が高まった。日本の汚染対策の経験は、国際社会に役立てることが可能である。

アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ（APCAP）の科学パネルは、政策策定の過程において、より
科学的専門性の高い助言を行うことを目指している。

主要メッセージ

報告者： IGES エリック・ザスマン、羅 佳寶、赤星 香

パラレル／ランチセッション（29日）
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ランチセッション

IGES白書V発表： 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

概要
アジアの急速な成長は、所得格差の拡大、資源の過剰消費と廃棄、気候変動の影響等により、地域の環境

問題と社会的な不満を増大させている。こうした問題とそれらの相互関係は非常に複雑であり、幅広い対応

が求められる。したがって、アジア太平洋地域の利用可能な自然資源や人的資源・能力を活用して問題解決

を図る地域独自のコンテクストを作り出すことが重要である。アセアン共同体の設立、東アジア包括的地域連

携（RCEP）や環太平洋経済連携協定（TPP）の締結に向けた最終交渉等、地域協力・統合の動きが加速する中、

IGESは本セッションにおいてアジア太平洋地域の地域統合に関するIGES白書Vを発表した。

スピーカーリスト

[スピーカー ] 
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
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  IGES自然資源・生態系サービス領域 研究員
ショム・ウェイ・チン・ティオ  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

[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

L-3
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サマリー
セッションのイントロダクションとして、モデレーターの小嶋氏は、持続可能性に向けたメッセージを示す

IGES白書が適切なタイミングで発表されたことの重要性を強調した。

ベングソン氏は白書の概要を説明した。また、白書の重要性として、1）地域で進む統合プロセスを背景と

したトピックの適時性、2）地域統合に関する広範な視点と多様な取り組み及びセクターを取り上げている点、

3）アジアの人々の生活への含意を論じている点、を挙げ、アジア太平洋の地域統合をよりグリーンなものに

するための提言を示した。

エルダー氏は、東アジアにおける大気汚染基準の強化と地域統合の含意について発表した。より厳格な大

気汚染基準に関する地域統合は徐々に拡大しているものの、改善の余地はある。また、各国は共同で基準を

強化するべきであり、それにより経済競争性への懸念を最小限に抑えることができる。

ミトラ氏は、メコン川の自然資源が流域各国の協調によって管理・活用されるならば、流域各国の水、食料、

エネルギー安全保障に対しメコン川が戦略的重要性を持つことを強調した。

ティオ氏は、持続可能な開発目標（SDGs）を統合プロセスの中心に組み込む上で、アセアンが様々なレベ

ルにおいて蓄積してきたMDGs実施に関する知見をどのように活用できるのかについて発表した。また、各

国の既存の計画や戦略の向上に向けたSDGsに対する取り組みを提案した。

コメンテーターのチュン氏は、IGESが地域統合に関する革新的な研究成果をまとめ、的確な提言とともに

白書をタイムリーに発表したことを祝福した。一方で、二国間／多国間統合は好ましいことかもしれないが、

政策間の不調和が環境問題を悪化させる可能性があることから、必ずしも持続可能性の万能薬とはならない

ことを警告した。

アジア太平洋のグリーンな統合に向けて、以下の3方向からのアプローチが必要である。
自由貿易協定に効果的な環境・社会面のセーフガードを組み込む。
地域機関の環境・社会的マンデートを強化する。 
国家及び都市レベルでの能力育成を図る。 

地域統合の拡大は、1）強力な執行権を持つ国内大気汚染基準や規制の強化、
2）実施に向けた能力育成、をもとに行われるべきである。

地域的に水－食糧－エネルギー連環を統合するためには、1）越境する利益、そして国と地方の利益を共
有、2）メコン川委員会に越境水ガバナンスに関する地域マンデートを付与、といった視点が求められる。

地域（アセアン）及び国家レベルにおける国家アクターの（MDGs ／ SDGsの）活動の調整と、非国家アク
ターによるマルチステークホルダーの参画を強化していくべきである。SDGsはアセアン共同体ロード
マップ（2016～2025）に位置付けられるべきである。

主要メッセージ

報告者： IGES ポール・オフェイ・メヌ

パラレル／ランチセッション（29日）
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PL-7

スピーカーリスト

[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
ニダ・C・カブレラ  フィリピン・セブ市市議会議員
ポーンスリ・キチャム  タイ・ノンタブリ市市長顧問
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  環境省地球環境局研究調査室 室長補佐
渡辺 泰介  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

[モデレーター] 
前田 利蔵  IGESバンコク地域センター長

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

概要
近年、異常気象や気候変動による災害が各地で頻発・激甚化し、都市部における住民や資産の保護に関す

る脆弱性を抱えるアジアの都市では、これらの予測を超えた規模の衝撃やストレスに耐え、速やかに回復す

るためのレジリエント（強靭な）都市構築への関心が高まっている。本セッションではこれらの外的ストレスに

対しアジアの4都市（フィリピン・セブ市、タイ・ノンタブリ市、ベトナム・ホーチミン市、中国・上海市）が具体的

にどのような対策を立てているかを概観し、これらの都市が何を目的にどのような分野に注力し、どのような

費用対効果の高い実践的な取り組みを実施し、どのような技術がこれらの災害リスク軽減向上に有効であり、

かつ、それを外部及び内部からどのように効果的に支援可能か議論し、災害リスク軽減とレジリエント都市の

概念をどのように都市計画・政策に織り込むことができるかを検討した。

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP



ISAP2015 37

レジリエント都市実現のキーファクターとは、防災と気候変動の両方に取り組む都市が効果的な総合計
画を策定し、住民参加を促進することである。

都市の技術力を向上させるためには、関連データの収集が不可欠である。データが既に取得済みであ
る場合は、その全てのデータを一箇所に集め、策定に反映することが重要である。

短期的リスクが中心となる傾向の災害リスクマネジメントと長期的なレジリエンシーを結合させることが
重要である。

各スピーカーが参加した神戸市でのレジリエント都市策定に関する研修では、災害に対する日頃の備え
と復興への取り組みに対する住民参加の重要性が明確になった。日本は、兵庫行動枠組及び仙台防災
枠組や、また、アジア太平洋地域適応ネットワークにおけるキャパシティ・ビルディングや知見の共有への
支援などを通し、大きく貢献している。

主要メッセージ

サマリー
プレマクマラ氏はアジアにおけるレジリエント都市構築を取り巻く課題の大枠を提示した。レジリエント都

市を創設するためには、減災力、適応力、転換力の3つのキャパシティが必要となる。現在、アジア各4都市

のうち、セブ市とノンタブリ市は災害防災を目指した減災力の強化に、ホーチミン市と上海市は気候変動に

対する適応力の向上に努めている。今後は、どの都市においても、転換力を増強し更に強靭なまちづくりを

実現することが求められる。

カブレラ氏は、セブ市がその対応力と復興力においては顕著な成果を収めてきてはいるものの、バランガ

イ（フィリピンにおける最小行政地区）毎のニーズとあらゆるリスク評価の結果をとりまとめ、災害リスク軽減・

管理（DRRM）計画に反映させなければならないと述べた。

キチャム氏は、ノンタブリ市がいかに2011年の大洪水を克服したかについて発表した。キーファク

ターとなったのは前向きな思考とTEAMS（技術と時間（Techniques and time）、評価（Evaluation）、運営

（Administration）、マンパワー（Manpower）、意欲と献身（Spirit and sacrifi ce））であった。

ヴェト氏は、信頼に足るデータの欠如や人材不足、具体的なプロジェクト実施に必要な技術・財政サポート

の不足のため様々な取り組みが窮境に追い込まれていると述べ、ホーチミン市レジリエント都市策定に生じ

ている不具合を強調した。

フ氏は、上海市はリスク評価と策定に必要な技術力の向上や、インフラの設計構築、更には市民の意識向

上と草の根協力に対する支援を行うため、十分な予算措置を取る必要があると述べた。

報告者： IGES サイモン・ギルビー

パラレル／ランチセッション（29日）
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測定・報告・検証（MRV）を通じた緩和活動の促進

概要
アジア地域における国・都市は気候変動に脆弱なため、中央及び地方政府政策担当者は持続可能な都市

づくりのために気候変動による影響へ対応する解決策を模索している。また、都市化及び人口増加により、

商業及び産業セクターにおけるエネルギー需要は増加している状況にある。本セッションでは、インドネシ

アで実施されている測定・報告・検証（MRV）のための方法論開発に関する実地研究を参考にしながら、イン

ドネシアにおける国レベル又は地域レベルでの緩和政策や行動の現状、今後の課題について状況の報告を

行った。また、パネルセッションでは、ボゴール市を対象事例として、科学に基づく政策支援のあり方や、都

市レベルにおける産官学の連携を通じた温室効果ガス排出量やエネルギー消費量削減のための戦略につい

て検討した。

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   インドネシア・ボゴール市長
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
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

[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
アハマッド・グナワン・ウジャクソノ   インドネシア環境林業省気候変動総局セクター・地域資源動員課課長
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
藤井 実   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
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

[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
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施策形成にあたり、まずは科学的方法で温室効果ガスの削減量と削減効果を分析する必要がある。

気候変動対策は、広く利害関係者に働きかけながら進めなければならないが、例えば施策策定段階で
多様なステークホルダーの関与、学究的な研究調査の政策への反映、市民が意欲的に行動変化に賛同
する環境の実現が望ましい。

学究的な研究調査の結果を実事業形成につなげることで地元自治体の課題解決に貢献しうる。

主要メッセージ

サマリー
塚本氏は、インドネシア・ボゴール市が革新的なMRVシステムを導入することで得られる効果をはじめとし

た、セッションの目的を冒頭に述べた。 

竹本氏は、地元自治体が科学的な調査を進めるためには人材育成が重要であることを、排出インベントリ

の構築、成功事例の収集、モニタリング技術に着目しながら強調した。

スギアルト氏は、ボゴール市のイメージを何百ものアンコット（乗合バス）が市中を走る大気汚染が激しい

都市からスマートな都市に変身させると述べた。

藤田氏は、ボゴール農科大学との共同研究を紹介し、ボゴール市のエネルギー消費量をモニタリングしな

がらそれぞれの地区に相応しい技術を特定、提言をまとめようとしていることを説明した。

ボアー氏は、ボゴール農科大学のグリーン・キャンパス・イニシアティブを紹介し、同イニシアティブが取り

組む「交通」、「エネルギー」、「建物と空間」、「市民の行動変化を促す活動」の取り組み事例を紹介した。

スハルト氏は、ボゴール市の概況を説明し、長期的にはICTを活用しながら公共サービスを改善し、スマー

トで、興味深い、持続可能な都市への変身を目指していると述べた。

ウジャクソノ氏は、環境林業省がインドネシアの地理的、民族的多様性を包含しながら気候変動対策をひ

とつにまとめていく際、日本政府の支援に期待していると述べた。

横田氏は、LANDSAT and GOSAT等、様々なモニタリング技術と観測対象を説明した。

高橋氏は、気候変動緩和策の成功要因として異なる政府レベルやセクターが互いに関連性を持った施策を

策定することを推奨した。

報告者： IGES 中野綾子

パラレル／ランチセッション（29日）
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金融包摂と気候変動適応、SDGsへの示唆

概要
金融包摂は日常的にフォーマルな金融サービスへのアクセスが遮断されている低所得者の人々の為に提供

される良質で安価な金融サービスである。開発と気候変動に係る金融包摂の重要性は、G20金融包摂行動計

画、気候変動に関する政府間パネルや持続可能な開発目標（SDGs）に関するオープンワーキンググループに

よっても認識されている。しかしながら、世界では25億人（労働年齢にある成人人口の約半数）がフォーマル

な金融サービスから疎外されている。本セッションでは途上国の貧困世帯に対する金融サービス提供の試み

や社会福祉、レジリエンスにとっての金融サービスの重要性について討議された。

PL-9

サマリー
スケーブンス氏は、金融包摂の重要性が国際的に重要視されていることについて解説し、貧困や飢餓の終

焉、健康な生活の確保やジェンダー平等の達成といったSDGsにおいて金融包摂政策の必要性が強調されて

いると言及した。

アマド氏は、国際レベルでの金融包摂の取り組みは実際にはあまり成功事例がないと主張した。その多く

は数十年以上にわたりGDPの0.7%をODAとするという目標の失敗という結果に見ることができる。それゆ

え、金融包摂のための政策支援は南南協力によって行われる必要がある。加えて貧しい人々への金融サービ

スの提供は、多様な金融商品の展開や保健、教育、技術面・人材面の育成といった非金融サービスとをリンク

させた形で継続発展させていかなければならないと強調した。

カリム氏は、Palli Karma-Sahayak財団（PKSF）のパートナーであるマイクロファイナンス研究所とのこれま

での活動について解説した。いかにPKSFが融資に特化し、マイクロファイナンス研究所の制度形成といった

スピーカーリスト

[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
モハマド・アブドゥル・カリム  Palli Karma-Sahayak財団 マネージメントディレクター
モハマド・アブドゥル・バキ・カリリ  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
 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
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金融包摂は持続的な貧困削減とレジリエンスにとって重要であり、特に気候変動や気象災害に脆弱な
地域においてはこれらが極めて重要となる。安価で適切な金融サービスを教育、保健、技術面・人材面
の育成とその他の社会的サービスと一緒に提供することで世帯の財源を多角化し貯蓄を作り上げ、気候
変動・気象災害やその他想定外の出来事（たとえば、突然の病気や死、家畜や作物の不作など）に上手く
対処可能となる。

金融商品とそのサービスの継続的なイノベーションは、世帯のニーズと、金融商品サービスの利用機会
の両方を反映し保証したものである必要がある。

貧困世帯、特に気候変動や災害に脆弱な地域においては持続的な金融サービス（金融・非金融サービ
ス）の提供には細心の注意を払う必要がある。成功の鍵は取引コストを最小限に抑えること、また国家予
算の一部を脆弱な地域に住む貧困世帯の支援のための金融サービスとして割り当てられるよう備えるこ
とにある。

低価格で魅力的な保険サービスを提供する為という観点からも貧困世帯のための更なる保険サービス
の実施と構築が必要とされる。そしてそれは新たなリスクマネジメントとして作用することになる。

主要メッセージ

報告者： IGES ヘンリー・スケーブンス

運営から、社会的な指導、様々な貧困緩和、災害リスクの軽減や気候変動適応に向けたプログラムの提供・

支援へとその活動の幅を広げていったかについて述べた。

カリリ氏は、バングラデシュの気候変動や自然災害の影響を受けやすい脆弱性の高い地域におけるマイク

ロファイナンスのインパクトに関する実証研究結果を紹介した。そして、貧困世帯のマイクロファイナンスへ

のアクセス事前・事後分析では、マイクロファイナンスへのアクセスが季節性の飢餓やサイクロンへの対処の

可能性を高くするとの結果を示した。

辻氏は、信頼性があり、便利で低価格な金融商品と金融サービスへのアクセスは他の基本的な人権と同様
の権利であると主張した。さらに政府の助成金（援助）に依存するよりむしろ、取引コストを削減することが持

続的なマイクロファイナンスサービス提供の要となるとした。    

シヴァプラム氏は、途上国世帯のリスクマネジメントに資するフォーマルな保険は貧しい農家のためにコス

トをオフセットする制度が求められると説明した。また、世帯のリスクマネジメントはインシュアランス（保険）

のみに頼るのではなく多様な手段・方法といった戦略をとることが最も効果的であると述べた。

質疑応答では、バングラデシュの状況に関して、1）貧困世帯への金融サービス提供を支援する上で政府機

関をどのように活用できるのか、2）ローカルレベルにおいて災害マネジメントと適応のための基金を構築す

る必要があるかどうか、3）国家レベルでは気候変動と災害に強い開発達成のためにどのように財源を確保で

きるか、といった質問があった。これらの質問に対し、アマド氏は、1）PKSFによって実施されているENRICH

プログラムは、政府の活動と非政府セクターの活動いずれとも連携しており、貧困世帯への金融サービス提

供において政府機関をどのように活用できるのか明らかにしている、2）PKSFやそのNGOパートナーは災害

マネジメントのための資金を有している、3）資金に関しては、既存の資金メカニズムを通じた資金提供が不

足していることを考えれば、国際社会に対してあまり期待することはできない。そのため、我々自身の財源で

ベストを尽くし、できる限り世界的にロビー活動をしていくほかない、と回答した。

パラレル／ランチセッション（29日）
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PL-10

スピーカーリスト

[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  横浜市国際局国際技術協力担当理事
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  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

[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

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

概要
都市と地方政府が気候変動の緩和と持続可能な活動において果たす役割が、最近非常に重要視されてい

る。都市は、気候変動に大きな影響を与えるだけでなく、緩和に向けても重要な役割を担う。本セッションで

は、研究者及び地方自治体による、都市の役割についてそれぞれの経験を共有し、気候変動分野での更なる

都市の活躍に向けた課題と対策について議論した。
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今後10年も引き続き、緩和措置が大きく注目される。排出量の削減、適応処置による住民の保護は、
都市の極めて重要な役割である。

COP21における国際合意において、地方政府の役割や実務家のためのプラットフォーム確立及びその
作業計画についてより明確化される可能性がある。ひとつの都市単独では、この目的を達成することは
難しく、都市間の国際協力は必要不可欠である。

実施には、より多くのノウハウと経験が必要となる。このような計画には、包括的な都市間連携を促進
する都市全体のネットワークが必要である。

主要メッセージ

サマリー
ホー氏はキーノートスピーカーとして、都市における気候変動の科学的側面と気候変動の影響について発

表した。ホー氏は、今後の10年も引き続き、緩和措置が大きく注目されると述べ、排出量の削減、適応措置

を通じた住民の保護は、都市の極めて重要な役割であると指摘した。

三木氏は、COP21では2020年以降の国際的な枠組みの合意が期待されており、都市や自治体の役割が明

確化される可能性があると述べた。具体的には、地方政府の目標が国際的に認識されることや、実務家のた

めのプラットフォーム確立とその作業計画の策定が期待されると示唆した。また、このためには国際的な都市

間連携が必要不可欠であり、ICLEI等の持つ国際都市ネットワークが重要な役割を果たすであろうと述べた。

西田氏は都市間の共同行動について発表した。西田氏は建築分野において東京は非常に大きな排出のあ

る巨大都市であると指摘した。都市間連携は重要であり、実際、グリーンビルディングの分野では、地方行政

や専門家間のワーキンググループが活発化していると指摘した。こうした協働を通じ、都市はその限られた

資源を最大限に活用することが可能となり、さらなる促進には、リーダーシップ、モチベーション、コミュニケー

ションが3つの必要な要素であると述べた。

奥野氏は、「変革行動のための実証プロジェクトの拡大－現在の都市間連携からの教訓として」をテーマに

発表し、横浜市は自市の経験やノウハウに基づいたY-PORTプロジェクトのもと、民間企業とのパートナーシッ

プによる国際協力を促進し、他の都市の問題解決支援に取り組んでいると述べた。

パネルディスカッションでは、COP21での議論への積極的な取り組みに向けた都市の役割を焦点に議論を

行った。北九州市の石田氏は、都市間連携は政府により支援されているが、さらに強化する必要があると述

べ、日本は問題の克服、グリーン経済と低炭素開発を実現するため独自の経験を共同で築くことができ、また

地域の他の国々にその経験を共有することも可能であると指摘した。ひとつの都市単独では、野心的な目標

を遂行することは容易ではなく、ICLEI日本の大塚氏は、例として、ICLEIによる変革アクションプログラム（TAP）

は、低炭素でレジリエントな社会への転換のための野心的な都市の行動の認知に役立つと言及した。

報告者： IGES アレクシ R. ロカモラ

パラレル／ランチセッション（29日）



44 ISAP2015

PL-11

スピーカーリスト

[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

[スピーカー＆討論者]
鈴木 渉  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
渡辺 陽子  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
日比 保史  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
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

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

概要
本年、持続可能な開発目標（SDGs）の交渉が終了し国際社会がその実施に向けて動き出す中、これまでの

自然の保全と人々の生計に関するアプローチだけではこの目標を達成することが難しく、革新的な考え方やメ

カニズムが求められていることが明らかになってきた。ひとつの重要な取り組みは、生物多様性と人々の生

産活動が入り組んで共生する里山・里海、すなわち社会生態学的ランドスケープ・シースケープでの取り組み

である。社会生態学的ランドスケープ・シースケープは伝統的に持続可能性に貢献してきているが、今日様々

な危機に見舞われている。

本セッションでは、SDGsの実施に向けた社会生態学的ランドスケープ・シースケープからの貢献の可能性

と、現場での活動を資金面で支援するSATOYAMA保全支援メカニズム（SDM）と地球環境ファシリティ（GEF）

について焦点を当てた。セッションを通じて参加者は、社会生態学的ランドスケープ・シースケープやその周

辺地域におけるプロジェクトへの資金提供と知識形成メカニズムの繋がりについて認識することができた。
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地球規模の生物多様性を維持するために、ランドスケープやシースケープにおける生産活動を改善す
るための革新的なアプローチを伴う、伝統的知識と関連したより変革的な行動のための緊急な対応が
求められている。これは社会生態学的ランドスケープ・シースケープが重要な役割を果たすところである。

先住民族は毎日の活動や問題解決を通じて新しい知識形成を行ってきている。また、この新しく形成さ
れた知識は、様々なステークホルダーを通じてコミュニティの内外で共有されるべきである。

SDGsとIPSIの目的は、持続可能な農業や水、健康、持続可能な生産と消費、自然資源と生態系の利
用などの分野や、人々の尊厳の確保や貧困撲滅、包括的な富の達成を目指している点において非常に
深く関連している。

日本のNGOはGEFなどの資金提供の機会を活かすためにイニシアティブを発揮すべきである。NGOは
国際機関と協力する一方、生物多様性の保全に関する現場での活動を通じて積極的な役割を果たすこ
とができる。

主要メッセージ

サマリー
武内氏は、SDGsとSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）との強い関係性と協調性を強調

し、人々の活動の結果としてのランドスケープとシースケープの繋がりについて紹介した。

鈴木氏は、IPSIの枠組みが、特に資源動員と知識管理に関連して、どのように持続可能な開発目標を含む

グローバルな課題に貢献しているかについて説明した。

渡辺氏は、社会生態学的ランドスケープ・シースケープを含む包括的な問題解決に向けて、協調性を作り出

しレジリエンスを強化する金融支援を通じて、GEFがどのように環境破壊の原因となる問題を解決してきてい

るのかについて紹介した。渡辺氏はまた、コンサベーション・インターナショナル（CI）ジャパンとIGES、国連

大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）によって実施される予定の新しいGEFのプロジェクトについて

紹介した。

日比氏は、優先的な社会生態学的ランドスケープ・シースケープにおいて生物多様性の保全と持続可能な

管理を主流化する新しい「GEF-SATOYAMAプロジェクト」の実施機関として、その目的と実施内容、期待され

る成果やプロジェクトの実施機関の枠組みなどについて説明した。

トゥラカンスパコーン氏は、タイ北部におけるカレン族の伝統的な生産システムの支援・促進に関する先進

事例として、IGESが管理するSATOYAMA保全支援メカニズム（SDM）によって支援を受けた事業の成果につ

いて紹介した。

報告者： IGES フェデリコ・ロペス=カセーロ、高橋康夫、松本郁子

パラレル／ランチセッション（29日）
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PL-12

スピーカーリスト

[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  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
タムロンラット・ムンチャルエン  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

[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

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

概要
アジアの都市化と経済発展に伴い、資源効率型の発展、持続可能な消費と生産（SCP）が重要となっている。

本セッションでは、アジアでのSCP定着に向けた課題や政策研究の方向性を議論した。

サマリー
平尾氏は、生産の効率化や廃棄物のリサイクル促進に加えて、適切な消費で充足した生活を営むための社

会制度やインフラを主流化する必要があると述べた。持続可能な生産と持続可能な消費を別個に追求するの

ではなく、双方の連携が重要である。東京大学、慶應義塾大学、国立環境研究所、IGESはSCP移行に向けた

政策研究に着手した。
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経済成長が進むアジア太平洋地域では、資源消費が大幅に増えると予想され、持続可能な消費と生産
への移行が急務である。

特に、生産の効率化や廃棄物のリサイクル促進に加え、消費者サイドにおける持続性、適切な消費で
充足した生活を営むことができる社会制度やインフラを主流化する必要がある。

欧州はSCP関連の研究が進んでおり、これまでの成果から、住宅、交通、食品の3分野におけるSCPが
最重要とされる。一方で、アジアでは、都市インフラへの投資が拡大しており、省エネルギーを含むSCP
への移行をこうした都市インフラ投資及び土地利用に盛り込むことは効果が高い可能性がある。また、
公共調達や教育も重要な分野である。

アジアには多様な社会、経済、文化、ライフスタイルがある。地域の特性を捉えた研究や政策が求めら
れる。そうした中で、関係者の連携を促す取り組みが重要となる。

主要メッセージ

報告者： IGES 渡部 厚志

タッカー氏によると、欧州では、過去40年間、SCPの研究や政策が発展し、国際協力プログラムにも貢献し

てきた。人々の生活は、食糧、住宅、移動・運輸といった分野で、資源や環境に大きな影響を与える。持続可

能な社会を実現するために、人の幸福な生活に何が必要かを考え直すべき時期であるとタッカー氏は論じた。

タムロンラット・ムンチャルエン副議長（以下、ラット氏）は、SCPに取り組む研究者や政策決定者の円卓会議

であるAPRSCPの活動を紹介した。ラット氏は、人の幸福な生活と資源利用や環境劣化とのデカップリングは、

政府、民間、消費者、市民の一致団結が必要であることを強調した。

報告を受け、堀田氏がモデレーターとなり、フロアも交えて議論を行った。アジア太平洋地域におけるSCP

移行には、今後50年を視野に入れたインフラ等の投資改善、土地利用とエネルギー消費、公共調達や教育

などが重要課題となる。また、消費サイドや充足性を取り扱う政策のアイディアはまだ不足しており、行政、

企業、住民、専門家等の合意形成が鍵となる。また、持続可能性や充足性を追求する上で、物質的な充足が

必要である社会と、物質的には満たされた社会といった違いを考慮する必要があるといった点も議論された。

アジアでも集中型・都市型の社会と分散型・農村型の社会、高齢化や人口減少が予想される地域と今後も人

口が増加する地域といった違いがあり、これらを考慮に入れる必要があるとの指摘もなされた。

パラレル／ランチセッション（29日）
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専門家会合／ネットワーク会合

ISAP2015では、主催者であるIGESや国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）が関係する

専門家会合及びネットワーク会合も開催された。

13:30-17:30

9:00-12:40

Expert Workshop on Low Carbon Technology Transfer: From Policies to Practice

[主催] IGES / UNU-IAS

途上国への低炭素技術移転に関する先進国の手法や知見を共有し、より効果的な普及に向けた課題や
方策について議論を行った。

15:00-16:00

SDSN Japan準備委員会第2回会合

[主催] IGES / UNU-IAS

「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」の今後の活動方針、
そしてISAP2015での発足式について意見交換を行った。

16:30-17:30

Council for SDSN Japan Inauguration Meeting

[主催] IGES / UNU-IAS

日本で持続可能な開発目標（SDGs）の実施を促進する主要なプラットフォームに向けて
SDSNの活動枠組みや2015年度計画について討議を行った。

26 July

27 July

Expert Workshops
ISAP2015 International Forum for 

Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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16:00-17:00

IGES Centre Collaborating with UNEP on Environmental Technologies (CCET) 
Steering Committee Meeting

[主催] IGES / UNEP-IETC

2015年3月にIGES内に設置されたIGES-UNEP環境技術連携センターの今後2年間の活動計画と
実施戦略について討議を行った。

15:00-18:00

The Sixth Asian Co-benefits Partnership Advisory Group Meeting

[主催] IGES / 環境省

アジアコベネフィットパートナーシップ（ACP）の活動計画及びコベネフィット白書の検討を行ったほか、
関連するイニシアティブとの協力に関する意見交換を行った。

29 July

9:00-11:30

The Third Working Group of the Integrated Programme on Better Air Quality

[主催] IGES  / 環境省

より良い大気質統合プログラム（IBAQ）の各担当機関が、大気質改善に向けた取り組みの実施状況を
報告したほか、今後求められる活動を議論した。

30 July

専門家会合／ネットワーク会合
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閉会セッションClosing

スピーカーリスト

閉会ディスカッション
[スピーカー] 
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
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 
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

[モデレーター ] 
森 秀行   IGES所長

閉会挨拶
浜中 裕徳   IGES理事長

閉会ディスカッション
ザスマン氏は、ISAPで開催されたSDGs関連のセッションを総括し、1）SDGs実施におけるガバナンスの重

要な役割、2）国家予算や民間部門からの投資をSDGsに割り当てるための環境整備の必要性、3）SDGs実施

の仲介役として市民社会組織（CSOs）の関与を拡大し、連携・協力していくことの重要性、といった3つの主要

テーマを強調した。

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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トップダウン型とボトムアップ型のガバナンスを組み合わせることはSDGs及び気候行動に不可欠な実施
手段（MOI）である。

資金調達も重要なMOIであり、国内の公共部門と国際的な資金から確約されたまたは調達できる資金
の額を確実に把握する必要がある。さらに多くの民間部門が、気候緩和や適応、そしてSDGsにも取り組
めるような環境を整備することも不可欠である。

それぞれの立場や役割を越えて民間部門、都市、CSOsなど多様なステークホルダー間のパートナーシッ
プが強化されており、互いの経験や優良事例を共有・評価し合うことができれば、低炭素でレジリエント
な包摂的社会の実現に向けてさらに前進することができる。

主要メッセージ

田村氏は、気候変動関連のセッションを総括し、各国が自主的に決定する約束草案（INDCs）の目標数値を

合計しても世界の気温上昇を2℃未満に抑えられない可能性があるため、緩和目標や行動を促す資金面での

インセンティブを定期的に検証するメカニズムを構築する必要があると強調した。野心度を高めるには、中央

政府、地方自治体、民間企業、CSOsなど多様なステークホルダーの関与も極めて重要である。低炭素社会へ

の転換を図るには成功事例の共有がひとつの有効策であり、都市はそのような形で貢献することができると

した。

ロハニ氏は、ガバナンス、資金調達、都市の役割に関する3つの重要な点を挙げた。SDGsの実施に関して

は、トップダウン型とボトムアップ型のガバナンスを組み合わせる必要があると指摘した。気候変動への対応

では、気候変動に強く低炭素のインフラに資金提供を行うだけでなく、国内及びグリーン気候基金（GCF）など

国際的な機関から補助金や融資の形で資金を確保する必要もある。クリーン開発メカニズム（CDM）は暫定

的な制度であるが、カーボンプライシングや技術移転の必要性はまだある。また、気候変動への適応が民間

投資にとって魅力的ではないことも懸念されている。最後にロハニ氏は、都市管理に関する早急な対応が必

要で、一般市民の関与が重要であると述べた。

閉会挨拶
浜中IGES理事長は、ISAPが活発で充実した議論の場となり、SDGsの達成と2020年以降の気候変動枠組

みの合意に向けて多くの教訓と経験を共有できたことについて、すべてのスピーカー、討論者、モデレーター

及び聴衆に感謝の意を表した。また、今回のISAPで共有された貴重な知見をもとに、IGESが「チェンジ・エー

ジェント」として引き続き脱炭素化社会への転換に向けて尽力すると述べた。さらに、地方自治体や非国家

アクターの役割がますます大きくなると強調し、こうした社会の転換プロセスを評価することの重要性も指摘

した。最後に、実践的な解決策を前へ進めるための「プラン」が必要であるとのサックス氏の言葉を引用し、

ISAPの閉会を宣言した。

報告者： IGES ポリナ・イワノワ、ピーター・バンゲート、宮澤 郁穂

閉会セッション



52 ISAP2015

特別イベントSpecial
 研究成果の展示

ISAP2015では、展示・ポスター発表のコーナーを開設し、IGESの各研究エリアやUNU-IASの最新の研究

成果を展示した。また、以下の協力団体の環境に関連する幅広い取り組みを紹介する展示も行った。

展示団体一覧
環境省
神奈川県庁
横浜市
川崎市
北九州市
横浜市立大学グローバル都市協力研究センター
一般社団法人海外環境協力センター

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacifi c: ISAP
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 ビデオセッション

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

ビデオセッションでは、IGESが自然資源・生態系サービス領域の研究事業をもとに制作した森林ガバナン

ス基準に関するe-ラーニングシリーズを上映した。本研究事業は、ネパール森林部門のガバナンス基準の質

向上を目的とし、グリフィス大学及びサザン・クイーンズランド大学（共にオーストラリア）と協力して行われた

ものである。研究から導かれたガバナンス基準はネパール政府によって公式採択され、他国がそれぞれの国

でガバナンス基準を開発できるよう、知見や実践的なアプローチの共有を目指している。

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
（発表団体: LEAD-Japan API: Asia Pacifi c Initiative）

7/28： 「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： 「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」

スペシャル
セッション

特別イベント
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プログラム

9:30 オープニングセッション	 [OP]  

オープニング	 503号室

主催者挨拶
浜中 裕徳   IGES 理事長

来賓挨拶
関 荘一郎   環境省地球環境審議官 ＜欠席＞
吉川 伸治   神奈川県副知事

9:55

10:00  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

10:20

10:25 全体会合1	  [P-1]SDGs  

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	 	気候変動  [P-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	 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

[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

13:05

2015 年 7月28日（火）

2つのテーマにてセッションを開催します 気候変動SDGs

503号室

ISAP2015 International Forum for 
Sustainable Asia and the Pacific: ISAP
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13:05 休憩 13:15 ランチセッション	 気候変動  [L-1]  

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

[スピーカー]
服部 崇   国際エネルギー機関（IEA）環境・気候変動ユニット長
鈴木 政史   上智大学大学院地球環境学研究科准教授
マルクス・ヘイグマン   NewClimate 研究所共同創設者
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  ＜欠席＞

[モデレーター] 
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14:25 14:15

14:25 全体会合3	 	気候変動  [P-3]  

新段階に入った気候政策に向けた日本・中国・韓国の役割

[ビデオメッセージ] 福田  康夫   元日本国内閣総理大臣
[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]

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
ケジュン・ジャン   中国能源研究所シニアリサーチャー
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

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

 

神奈川からエネルギーを考える

17:25

[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  
コロンビア大学地球研究所
ティエリー・シュワルツ  
アジア欧州財団（ASEF）政治経済部長

[チェアー ] 
石井 哲也  
IGES 統括研究ディレクター／
プリンシパルフェロー

[モデレーター ] 
蟹江 憲史 
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

[ 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  
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
田辺 清人
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
テルマ・クルーグ 
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
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 
環境省 地球環境局研究調査室 室長

[モデレーター ] 
平石 尹彦

気候変動  [PL-2]

[キーノートスピーカー ] 
柏木 孝夫 
東京工業大学特命教授／名誉教授

[スピーカー ] 
藤巻 均   
神奈川県産業労働局長
宮原 智彦  
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
志澤 昌彦 
ほうとくエネルギー株式会社
取締役副社長
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

気候変動  [PL-3] [PL-1]SDGs

502号室

503号室

503号室 501号室 502号室

プログラム
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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

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:
JCMを通じた低炭素技術の導入
経験の紹介

 

アジアの廃棄物処理：
現場のニーズを踏まえた技術移転

12:30

9:30 全体会合4	 気候変動  [P-4]SDGs  

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	 503号室

[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

10:45 休憩

12:30 休憩 12:45 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
IGES白書V	発表：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

2015 年 7月29日（水）

[スピーカー ] 
玉木 林太郎
経済協力開発機構（OECD）事務次長
服部 崇  
国際エネルギー機関（IEA）環境・気候変動
ユニット長

[ 討論者 ] 
玉木 林太郎
服部 崇  
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

気候変動  [PL-4]

[スピーカー ] 
ラビィ・アブドゥサレム  
IGES 関西研究センター タスクマネージャー

[ 討論者 ] 
リザル・エドウイン・マナンサン
インドネシア経済調整省インドネシア
合同委員会議長
モハメド・ジアウル・ハク
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）
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

／東京大学環境安全研究センター教授

[スピーカー ] 
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
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 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

[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 持続可能な社会のための政策統合領域 研究員

 [L-2]気候変動

[スピーカー]
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
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   
IGES自然資源・生態系サービス領域 研究員

 [L-3]

気候変動  [PL-5]501号室 502号室

502号室

 [PL-6]SDGs503号室

503号室
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14:00 13:45

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

[チェアー] 
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

[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

ショム・ウェイ・チン・ティオ   
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

[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

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
測定・報告・検証（MRV）を通じた

緩和活動の促進

 

金融包摂と気候変動適応、
SDGsへの示唆

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

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

 

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

[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  
インドネシア・ボゴール市長
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
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

[ 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
アハマッド・グナワン・ウジャクソノ  
インドネシア環境林業省気候変動総局
セクター・地域資源動員課 課長
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
藤井 実   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
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

[ 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

気候変動  [PL-8]

[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
モハマド・アブドゥル・カリム
Palli Karma-Sahayak 財団
マネージメントディレクター
モハマド・アブドゥル・バキ・カリリ
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
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

[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

気候変動  [PL-10]

[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

[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

[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
ニダ・C・カブレラ   
フィリピン・セブ市市議会議員
ポーンスリ・キチャム 
タイ・ノンタブリ市市長顧問
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 
環境省地球環境局研究調査室 室長補佐
渡辺 泰介
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

[モデレーター ] 
前田 利蔵  
IGES バンコク地域センター長

 [PL-9]SDGs

 [PL-11]SDGs  [PL-12]SDGs

 [PL-7]SDGs503号室 501号室 502号室

503号室 501号室 502号室

プログラム
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 プレゼンテーション
「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）

 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

17:15

17:15 休憩

17:25 閉会セッション  

閉会ディスカッション
[スピーカー ]  ビンドゥ・N・ロハニ   エリック・ザスマン   田村 堅太郎   IGES
[モデレーター ]  森 秀行   IGES 所長

閉会挨拶
 浜中 裕徳   IGES 理事長18:00

503号室

511+512号室

501号室

[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
横浜市国際局国際技術協力担当理事
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
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

[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

[スピーカー＆討論者 ] 
鈴木 渉
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
渡辺 陽子
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

日比 保史   
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
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

アーノルド・タッカー
   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
タムロンラット・ムンチャルエン 
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

[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
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■  東京事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-14-2 新橋SYビル4F
Tel: 03-3595-1081  Fax: 03-3595-1084

■  関西研究センター
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館5F
Tel: 078-262-6634  Fax: 078-262-6635

■  北九州アーバンセンター
〒805-0062 福岡県北九州市八幡東区平野1-1-1
国際村交流センター3F
Tel: 093-681-1563  Fax: 093-681-1564

■  北京事務所
100029 中華人民共和国北京市朝陽区育慧南路1号
中日友好環境保護中心11階1114号室（IGES中日合作項目弁公室）
E-mail: beijing-office@iges.or.jp

■  バンコク地域センター
604 SG Tower 6F, 161/1 Soi Mahadlek Luang 3, Rajdamri Road,
Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand
Tel: +66-2-651-8794, 8795, 8797, 8799  Fax: +66-2-651-8798

■  アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）センター
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館4F
Tel: 078-230-8017  Fax: 078-230-8018

■  国際生態学センター
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-27 
新横浜第一ビルディング3F
Tel: 045-548-6270  Fax: 045-472-8810

■  IPCCインベントリータスクフォース技術支援ユニット（TSU）
〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11
Tel: 046-855-3750  Fax: 046-855-3808

〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11
Tel: 046-855-3700  Fax: 046-855-3709
E-mail: iges@iges.or.jp  URL: http://www.iges.or.jp/  

ISAP2015の詳細はこちら：
http://www.iges.or.jp/isap/2015/jp/

公益財団法人 地球環境戦略研究機関




