
気候変動アクション⽇本サミット
(Japan Climate Action Summit; JCAS)

2018 年 10 ⽉ 12 ⽇（⾦）13:00-18:00／⻁ノ⾨ヒルズフォーラム メインホール
主催︓気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative; JCI）

【プログラム】（登壇者は 50 ⾳順、敬称略）

1. 開会あいさつ

 末吉 ⽵⼆郎 国連環境計画・⾦融イニシアティブ特別顧問

2. 基調講演 気候変動対策をリードする世界の⾮国家アクター

カール・ポープ アメリカズプレッジ副議⻑、シエラクラブ元最⾼執⾏役員兼会⻑

ポール・ディキンソン CDP エグゼクティブチェア

3. パネルディスカッション 「気候変動アクション最前線」

3-1  2℃未満⽬標を先導する企業の取組み

モデレーター︓CDP ジャパン シニアマネージャー ⾼瀬 ⾹絵

   荒⽊ 由季⼦ 株式会社⽇⽴製作所 理事 サステナビリティ推進本部 本部⻑

   河本 光明   住友化学株式会社 気候変動対応 担当部⻑

鈴⽊ 敦⼦  アサヒグループホールディングス株式会社 理事 CSR 部⾨ゼネラルマネジャー

柳⽥ 康⼀   花王株式会社 ESG 部⾨副統括

3-2  ⾃然エネルギー100％への挑戦

モデレーター︓⾃然エネルギー財団 事業局⻑ ⼤林 ミカ

⽯⽥ 建⼀  積⽔ハウス株式会社 常務執⾏役員 環境推進部⻑

加藤 茂夫  株式会社リコー 執⾏役員 サステナビリティ推進本部⻑

⾦光 英之  富⼠通株式会社 環境・CSR 本部 本部⻑

三宅 ⾹    イオン株式会社 執⾏役 環境・社会貢献・PR・IR 担当

3-3  脱炭素に向け地域から⽇本を変える

モデレーター︓WWF ジャパン ⾃然保護室 室次⻑ ⼩⻄ 雅⼦

奥野 修平    横浜市 温暖化対策統括本部 副本部⻑

鈴⽊ 悌介 株式会社鈴廣蒲鉾本店 代表取締役 / ⼩⽥原箱根商⼯会議所 会頭

             エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 代表理事

⾼⽥ 真由美 ⻑野県 環境部⻑

⼆村 睦⼦   ⽇本⽣活協同組合連合会 組織推進本部⻑

（休憩）



4. 来賓挨拶（登壇順）

原⽥ 義昭 環境⼤⾂

磯崎 仁彦 経済産業副⼤⾂

鈴⽊ 憲和 外務⼤⾂政務官

⻑尾 敬 内閣府⼤⾂政務官（⾦融担当）

5. パネルディスカッション「⽇本の⻑期低排出戦略はどうあるべきか」

モデレーター︓⾃然エネルギー財団 常務理事 ⼤野 輝之

枝廣 淳⼦    ⼤学院⼤学⾄善館 教授

川上 敏弘    ⽇本気候リーダーズ・パートナーシップ 共同代表

              （株式会社 LIXIL 品質・EHS 本部 EHS 推進部 部⻑）

⾼村 ゆかり  東京⼤学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S） 教授

森澤 充世    CDP ジャパン ディレクター

⼭岸 尚之    WWF ジャパン 気候変動・エネルギーグループ⻑

6. トップリーダーセッション

モデレーター︓国⾕ 裕⼦ キャスター

⾨川 ⼤作 京都市⻑

⼩池 百合⼦ 東京都知事

平井 ⼀夫  ソニー株式会社 取締役 会⻑

⼭下 良則  株式会社リコー 代表取締役 社⻑執⾏役員・CEO

7. ⼤会メッセージ

8. 閉会

閉会後にレセプション（参加費無料）を開催します。

（18:15〜19:30 / ⻁ノ⾨ヒルズ 森タワー ５階ホール）

※登壇者発表資料およびサミット映像は、後⽇ JCI ウェブサイト（http://japanclimate.org/）の

お知らせページにて公開予定です。



【基調講演 登壇者プロフィール】（登壇順、敬称略）

カール・ポープ（Carl Pope） アメリカズプレッジ副議⻑、シエラクラブ元最⾼執⾏役員兼会⻑
⽶国の環境保護団体シエラクラブの元最⾼執⾏役員兼会⻑。1892 年に設⽴されたシエラクラ
ブは、350 万⼈もの会員とサポーターを持つ。現在、インサイド・ストレート・ストラテジー
ズの主任顧問として持続可能性と経済発展を結び付ける経済を模索。他にも数々の環境団体の
役員を務めている。マイケル・ブルームバーグ・前ニューヨーク市⻑との共著に『HOPE──
都市・企業・市⺠による気候変動総⼒戦』（国⾕裕⼦監訳、ダイヤモンド社刊、2018 年）。

ポール・ディキンソン（Paul Dickinson） CDP エグゼクティブチェア
危険な気候変動を防ぎ、環境を持続可能にする世界経済システム構築のため、2000 年に CDP
設⽴。以前には、欧州最⼤のビデオ会議サービス EyeNetwork を創設し、英国ファカルティ・
アンド・アクチュアリー研究所の環境研究グループメンバーを務めた。持続可能な製品マーケ
ティングの概念を紹介した『Beautiful Corporations』（Financial Times Prentice Hall, 2000）
など出版物多数。NGO ShareAction 理事および副議⻑、Findhorn 財団理事なども務める。

【トップリーダーセッション 登壇者プロフィール】（50 ⾳順、敬称略）

⾨川 ⼤作（Daisaku Kadokawa） 京都市⻑
⽴命館⼤学⼆部法学部卒業。京都市教育⻑を経て，2008 年2 ⽉に京都市⻑就任。現在，3 期⽬。徹底し
た「現地現場主義」をモットーに市⺠活動の場や市政の第⼀線を訪問。市⺠と共に汗する「共汗」と市
⺠の視点に⽴ち，縦割り⾏政・⼆重⾏政を打破し，創造的な政策の「融合」をキーワードに，全国のモ
デルとなる市政改⾰を進める。世界歴史都市連盟会⻑，指定都市市⻑会副会⻑，指定都市⾃然エネルギ
ー協議会会⻑，世界⽂化遺産地域連携会議会⻑，イクレイ東アジア地域理事会議⻑等の役職多数。

⼩池 百合⼦（Yuriko Koike） 東京都知事
1976 年 10 ⽉ カイロ⼤学⽂学部社会学科卒業 / 1992 年 7 ⽉ 参議院議員
1993 年 7 ⽉ 衆議院議員 / 2003 年 9 ⽉ 環境⼤⾂ / 2004 年 9 ⽉ 内閣府特命担当⼤⾂
（沖縄及び北⽅対策）兼任 / 2006 年 9 ⽉ 内閣総理⼤⾂補佐官（国家安全保障問題担当）
2007 年 7 ⽉ 防衛⼤⾂ / 2010 年 9 ⽉ ⾃⺠党総務会⻑ / 2011 年 10 ⽉ 予算委員会理事
2016 年 7 ⽉ 東京都知事 当選

平井 ⼀夫（Kazuo Hirai） ソニー株式会社 取締役 会⻑
1984 年に株式会社ＣＢＳ・ソニー（現 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）
⼊社。1995 年よりゲーム事業の北⽶責任者を務め、2007 年に株式会社ソニー・コンピュータ
エンタテイメント （現 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント） 社⻑ 兼 グ
ループ CEO 就任。2012 年 4 ⽉にソニー株式会社 社⻑ 兼 CEO に就任し、ソニーグループ全
体のビジネスを牽引。2018 年 4 ⽉に会⻑に就任。

⼭下 良則（Yoshinori Yamashita） 株式会社リコー 代表取締役 社⻑執⾏役員・CEO
1957 年、兵庫県⽣まれ。1980 年、広島⼤学⼯学部卒業後、同年リコーに⼊社。リコー初と
なる海外部品調達事務所の⾹港での開設をはじめ、中国やタイの⽣産会社⽴ち上げ、英国⽣産
会社の管理部⻑、⽶国⽣産会社の社⻑などを歴任。⻑くグローバル⽣産体制の確⽴に従事。本
社の経営企画、プリンティングやサービス事業の担当などを経て、2016 年に副社⻑に就任。
2017 年より代表取締役 社⻑執⾏役員。

モデレーター︓国⾕ 裕⼦（Hiroko Kuniya） キャスター
⽶国ブラウン⼤学を卒業。NHK「7 時のニュース」英語放送の翻訳・アナウンス担当。NHK 衛星放送「ワ
ールドニュース」キャスターを経て、93 年から2016 年3 ⽉まで、NHK 総合テレビ「クローズアップ
現代」のキャスターを担当。現在、東京芸術⼤学理事、慶応義塾⼤学特任教授、⽶⽇カウンシル評議員
会評議員、国連⾷糧農業機関（FAO）親善⼤使。11 年⽇本記者クラブ賞など受賞多数。17 年 9 ⽉より
⾃然エネルギー財団理事。



【登壇者】（50 ⾳順、敬称略）

1. 開会あいさつ

3. パネルディスカッション 「気候変動アクション最前線」

3-1  2℃未満⽬標を先導する企業の取組

3-2  ⾃然エネルギー100％への挑戦

末吉 ⽵⼆郎（Takejiro Sueyoshi）

国連環境計画・⾦融イニシアティブ

特別顧問

荒⽊ 由季⼦（Yukiko Araki）

株式会社⽇⽴製作所 理事

サステナビリティ推進本部 本部⻑

河本 光明（Mitsuaki Komoto）

住友化学株式会社

気候変動対応 担当部⻑

鈴⽊ 敦⼦（Atsuko Suzuki）

アサヒグループホールディングス

株式会社 理事

CSR 部⾨ゼネラルマネジャー

柳⽥ 康⼀（Koichi Yanagita）

花王株式会社

ESG 部⾨副統括

モデレーター

⾼瀬 ⾹絵（Kae Takase）

CDP ジャパン

シニアマネージャー

⽯⽥ 建⼀（Ken-ichi Ishida）

積⽔ハウス株式会社

常務執⾏役員 環境推進部⻑

加藤 茂夫（Sergio Kato）

株式会社リコー 執⾏役員

サステナビリティ推進本部⻑

⾦光 英之（Hideyuki Kanemitsu）

富⼠通株式会社

環境・CSR 本部 本部⻑

三宅 ⾹（Kahori Miyake）

イオン株式会社 執⾏役

環境・社会貢献・PR・IR 担当

モデレーター

⼤林 ミカ（Mika Ohbayashi）

⾃然エネルギー財団

事業局⻑



3-3  脱炭素に向け地域から⽇本を変える

5. パネルディスカッション「⽇本の⻑期低排出戦略はどうあるべきか」

奥野 修平（Shuhei Okuno）

横浜市

温暖化対策統括本部 副本部⻑

鈴⽊ 悌介（Teisuke Suzuki）

株式会社鈴廣蒲鉾本店 代表取締役
⼩⽥原箱根商⼯会議所 会頭
エネルギーから経済を考える経営者ネ
ットワーク会議 代表理事

⾼⽥ 真由美（Mayumi Takada）

⻑野県

環境部⻑

⼆村 睦⼦（Chikako Futamura）

⽇本⽣活協同組合連合会

組織推進本部⻑

モデレーター

⼩⻄ 雅⼦（Masako Konishi）

WWF ジャパン

⾃然保護室 室次⻑

枝廣 淳⼦（Junko Edahiro）

⼤学院⼤学⾄善館

教授

川上 敏弘（Toshihiro Kawakami）
⽇本気候リーダーズ・パートナーシッ
プ 共同代表
株式会社 LIXIL
品質・EHS 本部 EHS 推進部 部⻑

⾼村 ゆかり（Yukari Takamura）

東京⼤学サステイナビリティ学連携

研究機構（IR3S）

教授

森澤 充世（Michiyo Morisawa）

CDP ジャパン

ディレクター

⼭岸 尚之（Naoyuki Yamagishi）

WWF ジャパン

気候変動・エネルギーグループ⻑

モデレーター

⼤野 輝之（Teruyuki Ohno）

⾃然エネルギー財団

常務理事


