
開催⽇ タイトル 内容

2016/3/8 研究会
「タイの調査・研究報告」柴⽥晋吾教授（上智⼤学地球環境研究所）
「インドの調査・研究報告」プテンカラム教授（上智⼤学地球環境研究所）
「千葉県印旛沼・⼿賀沼の調査・研究報告」⻩光偉教授（上智⼤学地球環境研究所）

2015/3/23-24

JICAプロジェクト「都市廃棄物の循環
利⽤の推進」のフォローアップシリー
ズ・東アジアにおける循環⽂化の創⽣
をめざして

●JICA対中プロジェクト「都市廃棄物の循環利⽤の推進」の報告
（１）基調報告「JICA「都市廃棄物の循環利⽤の推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」について」⼤⽯千尋（前JICAﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲ
ｻﾞｰ）
（２）報告1「中国の⾷品廃棄物対策」鈴⽊克徳（⾦沢⼤学環境保全センター教授）
（３）報告2「中国の包装廃棄物対策とEPR導⼊」⽯川雅紀（神⼾⼤学⼤学院経済学研究科教授）
（４）報告3「中国における都市廃棄物管理の向上と循環利⽤の推進（政策提⾔）」柳下正治（上智⼤学⼤学院地球環境
学研究科客員教授）
（５）討議 柳下正治、⽯川雅紀、鈴⽊克徳、⼤⽯千尋、三本⽊徹（公益財団法⼈⽇本環境整備教育センター副理事
⻑）、⼩林康彦（⼀般財団法⼈⽇本環境衛⽣センター前会⻑）、松岡俊⼆（早稲⽥⼤学⼤学院アジア太平洋研究科教授）
●アジアEPR研究フォーラム International Seminar on EPR in Asia
（１）Opening remarks  Professor Hosoda
（２）Keynote speech  Professor Ishikawa
（３）EPR and waste management in China  Dr. Peng
（４）EPR and waste management in Thailand  Dr. Chanathip
（５）EPR and waste management in Japan  Professor Takeuchi
（６）Discussion Commentator  MOE(tbn), METI(tbn), JICA(tbn)
（７）Concluding remarks  Professor Ishikawa
（８）Closing remarks  Dr. Qi

2014/11/24
国際シンポジウム「循環⽂化の構築と
⽇中協⼒」

（１）基調報告「JICA都市廃棄物の循環利⽤の促進プロジェクトにかかわって」柳下正冶（上智⼤学教授）
（２）基調報告「⽇本の廃棄物政策の半世紀を総括する〜汚物除去・清掃から循環型社会の形成まで」⽥中勝（⿃取⼤学
サステイナビリティ研究所⻑）
（３）講演「都市廃棄物に関わる重点課題と循環経済への道」趙懐勇（中国国家発展改⾰委員会調研員）
（４）討議

2014/11/10 2014年度第３回研究会 「フィリピンの調査・研究報告」J.J.プテンカラム（上智⼤学地球環境研究所）
「イギリスの調査・研究報告」中島恵理（上智⼤学地球環境研究所）

2014/5/28 2014年度第２回研究会 「タイ・ラオスの調査・研究報告」柴⽥晋吾（上智⼤学地球環境研究所）
「中国（上海・重慶）の調査・研究報告」⻩光偉（上智⼤学地球環境研究所）
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2014/4/23 2014年度第１回研究会 「トルコの調査・研究報告」濵⽥壽⼀（上智⼤学地球環境研究所）

2013/12/1

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画地
球環境研究所主催国際シンポジウム
「東アジア地域の循環⽂化の構築と国
際協⼒」

（１）「来賓特別講演Ⅰ」⾕津⿓太郎（環境省環境事務次官）
（２）「来賓特別講演Ⅱ」⾺栄（中国国家発展改⾰委員会副巡査員）
（３）「講演Ⅰ・環境を考える」⾼⽉絋（環境漫画家）
（４）「講演Ⅱ・世界遺産アンコールワットの環境保全問題」⽯澤良昭（上智⼤学アジア⼈材養成研究センター所⻑）
（５）「基調報告Ⅰ・対中環境協⼒を振り返る」不破雅実（JICA地球環境部⻑）
（６）「基調報告Ⅱ・循環に根ざした環境共同体の構築を⽬指して」柳下正冶（上智⼤学教授）
（７）討議1「JICAプロジェクトの検証等」
（８）討議２「循環⽂化の構築に向けて」
（９）総括 鈴⽊基之（東京⼤学名誉教授）、聶永豊（精華⼤学教授）

2013/11/30 上智⼤学創⽴100周年記念事業企画地
球環境研究所主催ワークショップ

ワークショップ１「循環経済を⽬指す中国におけるEPR：先進社会・途上社会同居のものつくり⼤国・消費⼤国が克服す
べき課題」
ワークショップ２「ごみ分別の経験交流ー⽇本の経験と国際社会への発信」
ワークショップ３「⾷品廃棄物の循環利⽤促進に向けた課題ー⽇中韓の経験交流」

2013/1/18

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催連続講演会「我が国の
エネルギー・環境戦略を考える」（第
５回）

「脱原⼦⼒・低炭素社会を展望する（低炭素社会シナリオ、技術⾰新、再⽣可能エネルギー、社会経済の⾰新）」
荻本和彦（東⼤⽣産技術研究所教授）
⻄岡秀三（地球環境戦略研究機構研究顧問）

2012/12/14

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催連続講演会「我が国の
エネルギー・環境戦略を考える」（第
４回）

「⽇本の原⼦⼒政策 −今後歩むべき道筋と課題 −（安全性、再稼動、40年廃炉、核燃料サイクル、放射性廃棄物処理問
題）」
鈴⽊達治郎（原⼦⼒委員会委員⻑代理）
藤村陽（神奈川⼯科⼤学教授）

2012/11/30

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催連続講演会「我が国の
エネルギー・環境戦略を考える」（第
３回）

「エネルギー・環境戦略の課題 （脱原発、クリーンエネルギーの実現、エネルギーの安定供給、コスト負担）」
⼭地憲治（地球環境産業技術研究機構理事・所⻑）
⾼橋洋（㈱富⼠通総研 主任研究員）
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2012/11/23

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催連続講演会「我が国の
エネルギー・環境戦略を考える」（第
２回）

「シンポジウム ： ⾰新的エネルギー・環境戦略を検証する ―国⺠的議論から⾒えてきたもの―」政府、エネルギー分野
の専⾨家、経済界、NPO代表、ジャーナリスト、DP実施者等

2012/11/22 地球環境研究所・ヨーロッパ研究所共
催講演会

「ドイツのエネルギー転換―政策と政治」Dr.ペーター・ヘニッケ教授（独ヴッパタール環境・エネルギー・気候研究所前
所⻑）

2012/10/19

上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催連続講演会「我が国の
エネルギー・環境戦略を考える」（第
１回）

（１）「連続講演から我々は何を学ぶべきか」柳下正治（上智⼤学⼤学院地球環境学研究科教授）
（２）「⾰新的エネルギー・環境戦略の決定−経過と概要、課題 −」清⽔康弘(内閣官房内閣審議官)

2012/8/7 地球環境研究所主催セミナー （１）「開発途上国の環境政策形成と⽇本の国際環境協⼒」井上堅太郎（元岡⼭理科⼤学教授）
（２）「事例報告 中国循環型経済政策に対する⽇本の協⼒」柳下正治（上智⼤学地球環境学研究科教授）

2012/6/23
上智⼤学創⽴100周年記念事業企画
「100周年フォーラムシリーズ」地球
環境研究所主催講演会

（１）「報告：エネルギー環境戦略の選択肢にこめたものー国⺠的議論への期待ー」清⽔康弘(内閣官房内閣審議官)
（２）「問題提起：国⺠的議論に期待するもの」枝廣淳⼦ （幸せ経済社会研究所⻑）、鈴⽊達治郎（原⼦⼒委員会委員
⻑代理）、鈴⽊基之（東京⼤学名誉教授・放送⼤学客員教授）、⼭地憲治（地球環境産業技術研究機構理事・研究所⻑）
（３）「パネル討議：選択肢について議論すべき論点や争点を探る」澤昭裕（国際環境経済研究所⻑）、鈴⽊悌介（エネ
ルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議世話役代表・鈴廣かまぼこ㈱代表取締役副社⻑）、根岸哲（⽇本消費⽣
活アドバイザー・コンサルタント協会 エネルギーとライフスタイル研究会幹事）、⼭岸尚之（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）
（４）「問題提起：国⺠的討議をどう実現するか」柳下正治（上智⼤学⼤学院地球環境学研究科教授）

2012/4/28 地球環境研究所・⽐較⽂明学会共催講
演会

「災害と⽂明」⾼橋裕（国際連合⼤学上席学術顧問・東京⼤学名誉教授）

2012/4/23 地球環境研究所主催講演会
「Environmental problems in Nepal: Exploring research collaboration opportunities in the field of environmental science
between two universities.」Kedar RIJAL（Associate professor and Head, Department of Environmental Science, Tri-
chandra Multiple Campus, Tribhuvan University, Nepal）

2012/2/28 地球環境研究所・教育IP共催セミナー 「上智⼤学⽣がつくる地球環境⽩書について」川上毅（上智⼤学地球環境研究科)
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2011/12/23

地球環境学研究科・環境政策形成対話
センター・地球環境研究所共催講演会
「COP17そして⽇本の低炭素社会づ
くり戦略」

（１）「COP17の報告」関⾕毅史（環境省地球環境局国際地球温暖化対策室⻑）
（２）「政府の地球温暖化戦略の今後」清⽔康弘（内閣府国家戦略室審議官）
（３）「未来世代に対する責任を果たすために−エネルギー政策・京都議定書問題から―」⽵内敬⼆（朝⽇新聞社論説委
員）

2011/11/10 2011年度第３回研究会 「OECDのWell−being指標について」川上毅（上智⼤学地球環境研究所)

2011/9/8
地球環境研究所公開セミナー「森林と
⼈間とのかかわり」

（１）「The Japanese role in helping resolve the Tasmanian Forests debate-one of Australiaʼs longest-running
environmental battles」Geoffrey Michael Law（オーストラリア⾃然保護活動家・作家）
（２）「Satoyama Satoumi Potentials:Community-based Integrative  Approaches to Forestry Management」Anne
McDonald (あん・まくどなるど)(国連⼤学⾼等研究所いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所⻑・地球環境
学研究科⾮常勤講師)

2011/8/8 地球環境研究所・教育IP「環境教育」
共催公開セミナー

「東⽇本⼤震災からの復興と再⽣を考える」
（１）林直樹（横浜国⽴⼤学⼤学院環境情報研究院研究員）
（２）三原岳（東京財団研究員・政策プロデューサー）
（３）⽵⽥陽介（経済学部教授）

2011/6/22
フォーラム（上智⼤学、低炭素社会づ
くり「対話」フォーラム実⾏委員会共
催）

上智⼤学東⽇本⼤震災緊急企画
「対話で拓く低炭素社会−⽇本のエネルギーを考える−
低炭素社会づくり「対話」フォーラムから⾒えてきたもの」
演 題 ：ＧＨＧ⻑期⼤幅削減にむけた我が国のとるべき政策アプローチとは-東⽇本⼤震災、原発事故問題を受けて-
講演者： 飯⽥哲也 （（特）環境エネルギー政策研究所 所⻑）
槌屋治紀 （（株）システム技術研究所 所⻑）
⼭地憲治 （（財）地球環境産業技術研究機構 理事 研究所⻑）
報告とパネル討議

2011/6/20 2011年度第２回研究会 「⽔に関連するいくつかの研究」池尾茂 （上智⼤学地球環境研究所)
2011/5/23 2011年度第１回研究会 「政策形成対話の促進―⻑期的な温室効果ガスの⼤幅削減を事例として」柳下正治（上智⼤学地球環境研究所)

2011/5/17
NPO法⼈地球環境経済研究機構・地
球環境研究所共催第５回環境問題研究
会

「世界における排出量制度をめぐる討論」岡村堯（NPO法⼈地球環境経済研究機構理事⻑）

2011/2/22
NPO法⼈地球環境経済研究機構・地
球環境研究所共催第４回環境問題研究
会

「EUの排出量取引制度をめぐる紛争紹介（２）」岡村堯（NPO法⼈地球環境経済研究機構理事⻑）
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2011/1/18
NPO法⼈地球環境経済研究機構・地
球環境研究所共催第３回環境問題研究
会

「EUの排出量取引制度をめぐる紛争紹介（１）」岡村堯（NPO法⼈地球環境経済研究機構理事⻑）

2011/1/6 2010年度第４回研究会 「インドの開発の⼆つの柱：⽔と電⼒」プテンカラム （上智⼤学地球環境研究所)

2010/12/21
NPO法⼈地球環境経済研究機構・地
球環境研究所共催第２回環境問題研究
会

「EUの排出量取引制度（２）」岡村堯（NPO法⼈地球環境経済研究機構理事⻑）

2010/11/30
NPO法⼈地球環境経済研究機構・地
球環境研究所共催第１回環境問題研究
会

「EUの排出量取引制度（１）」岡村堯（NPO法⼈地球環境経済研究機構理事⻑）

2010/11/8
上智⼤学地球環境学研究科・貿易研究
センター・地球環境研究所共催講演会

「Carbon Disclosure Policies - Their Impact on Households, Firms & Country - wide Carbon Emissions」マーク・コー
エン（⽶国未来資源研究所副所⻑・バンダービルト⼤学オーウェン経営⼤学院教授）

2010/10/27 2010年度第３回研究会 「環境規制の経済分析：⼤気汚染・温暖化問題を中⼼として」有村俊秀（上智⼤学地球環境研究所)

2010/9/26 ⽇本サステイナブルコーヒー協会・地
球環境研究所共催シンポジウム

「コーヒーを⽚⼿に環境問題、⼈権問題について⼀緒に考えてみませんか？」

2010/9/11-12

地球環境研究所・上智⼤学教育イノ
ベーション・プログラム「全学的な環
境教育の体系化」共催HESDフォーラ
ム2010「環境⼈材育成に向けて」

「全学的な環境教育の体系化」
１）現代GP等補助事業の紹介と終了後の取組み
２）学⽣による環境活動（学内及び地域における活動）
３）カリキュラムの標準化、認証制度
４）HESDフォーラムの組織化と運営

2010/7/17
⽐較⽂明学会主催・地球環境研究所共
催シンポジウム「環境と⽂明を考え
る」

「環境収奪型⽂明から環境保全型還流⽂明へ」⾦⼦晋右（城⻄⼤学・東京⼯業⼤学講師）

2010/7/12 2010年度第２回研究会 「環境にやさしい次世代⾃動⾞―⼤気汚染と地球温暖化の克服に向けて―」⾼橋和夫（上智⼤学地球環境研究所)
2010/6/30 2010年度第１回研究会 「電気エネルギーマネジメントによる電気利⽤の効率化」宮武昌史（上智⼤学地球環境研究所)

2009/12/11

地球環境研究所・上智⼤学現代ＧＰ
（環境リテラシー）共催講演会「低湿
地の環境保全を考える―環境・開発・
くらし―」

（１）「Changing Wetlands: An Environmental Anthropology」Gisli Palsson（アイスランド⼤学教授）
（２）「マングローブ林とエビ養殖」村井吉敬（早稲⽥⼤学 アジア研究機構教授）

2009/6/17 2009年度研究会 「植物の傾性運動−植物の⽣産能⼒との関わり」神澤 信⾏（上智⼤学地球環境研究所)
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開催⽇ タイトル 内容
2008/12/9 2008年度第４回研究会 「環境倫理と環境刑法」町野朔（上智⼤学地球環境研究所)
2008/11/13 2008年度第３回研究会 「コスタリカの開発モデルと環境政策」今井圭⼦（上智⼤学地球環境研究所)
2008/7/17 2008年度第２回研究会 「エチオピア調査報告」濱⽥壽⼀（上智⼤学地球環境研究所)
2008/6/19 2008年度第１回研究会 「地球化学と環境化学の接点」⽊川⽥喜⼀（上智⼤学地球環境研究所)

2008/3/12
⽇本スペシャルティー・コーヒー協
会・地球環境研究所共催シンポジウム 「サステイナビリテイとは？サステイナブル社会の構築と⽇本企業の取り組み」

2008/1/15
上智三菱ＵＦＪ環境講座・地球環境研
究所共催シンポジウム「環境と⼼⾝の
健康」

「環境とウィルス感染症」⽇野邦彦（⽇本肝臓学会評議員⽇本ＨＲＩ所⻑）

2007/9/26 2007年度研究会 「気候の歴史」⻤頭宏（上智⼤学地球環境研究所)
2006/4/11 地球環境研究所主催講演会 「EUの環境政策」Mogens Peter CARL（欧州委員会環境総局⻑）

2005/9/22 地球環境研究所主催特別講演会 「砂漠化対策と持続可能な開発 国連砂漠化対処条約（UNCCD）の実施状況とその課題」ハマ・アルバ・ディアロ
（UNCCD事務局⻑）

2004/5/19 第7回上智⼤学地球環境フォーラム 「化学物質のリスクマネジメント〜⽇本とEUのアプローチを⽐較して〜」北野⼤（淑徳⼤学教授）Dr.Thomas Petry
(THE WEINBERG GROUP) K.H.フォイヤヘアト（神⼾⼭⼿⼤学教授）他

2003/7/9 地球環境研究所主催講演会 「エコ効率分析―製品の環境負荷と⾦銭的な負担を同時に評価する」K.H.フォイヤヘアト（神⼾⼭⼿⼤学 ⼈⽂学部環境
⽂化学科教授）

2003/5/7 第6回上智⼤学地球環境フォーラム 「ヨハネスブルグサミット2002以降の日本とEUの新しいエネルギー政策」長谷川榮一（経済産業省　資源エネルギー庁大臣官房審議官）

牛山泉（足利工業大学教授）　Rob Bradley (Climate Action Network Europe Energy Specialist)他

2002/5/15 第5回上智⼤学地球環境フォーラム 「気候変動枠組み条約ヨハネスブルグサミット2002に向けて」茅 陽⼀（地球環境産業技術研究機構 副理事⻑／研究所
⻑）Kevin k.Maher（駐⽇⽶国⼤使館 科学技術・環境担当公使）他

2001/12/5 第4回地球環境研究所主催講演会 「ＥＵのエネルギー政策について」モリス・ブレン （欧州連合（ＥＵ）駐⽇欧州委員会代表部 ⼀等参事官）
2001/11/28 第3回地球環境研究所主催講演会 「−海の＜天気＞予報−」⼭形俊男（東京⼤学⼤学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 教授）

2001/10/24 第4回上智⼤学地球環境フォーラム 「循環型社会にリサイクル法をいかに対応させるか−建設廃棄物リサイクルの課題と展望−」庄⼦幹雄（⿅島建設（株）
副社⻑  粟野友介（現）埼⽟県警察本部 警務部⻑）他

2001/7/19 地球環境研究所主催セミナー 「海洋気候研究の推進について」⼭形俊男（東京⼤学⼤学院 理学系研究科地球惑星科学専攻 教授）
2001/7/18 第2回地球環境研究所主催講演会 「世界の⼈⼝問題−南北間のコントラスト」阿藤誠（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所所⻑）
2001/6/28 第1回地球環境研究所主催講演会 「化学物質管理の現状と今後の動向」北野⼤（淑徳⼤学 国際コミュニケーション学部 経営環境学科教授）

2001/5/7 第3回上智⼤学地球環境フォーラム 「２１世紀の地球温暖化対策を考える―⽇本・ＥＵの協⼒関係を通して」佐和隆光（京都⼤学経済研究所⻑）ボー・シェ
レーン（スウェ−デン環境省⼤使）他
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2001/1/17 第7回地球環境問題研究会（特別講演
会）

「地球的視点から21世紀のエネルギーを考える」茅陽⼀（東京⼤学名誉教授）

2000/12/6 第6回地球環境問題研究会（特別講演
会）

「ポスト・ハーグ会議の地球温暖化対策」佐和隆光（京都⼤学経済研究所⻑）

2000/11/22 第5回地球環境問題研究会（特別講演
会）

「環境問題と国際法」⼤江博（外務省条約局条約課⻑）

2000/10/18 第4回地球環境問題研究会（特別講演
会）

「循環型社会の構築に向けて」近藤次郎（前中央環境審議会 会⻑）

2000/9/26 第3回地球環境問題研究会 「循環型の社会システムとその担い⼿」加藤秀樹（構想⽇本代表）
2000/7/19 第2回地球環境問題研究会 「⽇⽶環境政治を⽐較する」松下和夫（（財）地球環境戦略研究機関副所⻑代⾏）
2000/6/28 第1回地球環境問題研究会 「ライフサイクルアセスメント」安井 ⾄（東京⼤学⽣産技術研究所教授)
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