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2022 年 ADBI 年次総会： 

リスクと不確実性の中での強靭なグローバルサプライチェーンの構築 
 

2022 年 11 月 28～30 日（東京時間） 

オンライン開催 
 

アジェンダ 
 

第一日：2022 年 11 月 28 日（月曜日） 

11:50～12:05 

（15 分） 

はじめに（総会進行要領について／スピーカー集合写真） 

Yixin Yao アジア開発銀行研究所（ADBI）シニアリサーチフェロー（日本） 

12:05～12:15  

（10 分） 

開会挨拶 

園部哲史 アジア開発銀行研究所（ADBI）所長（日本） 

12:15～12:20 

（5 分） 

開会の辞 

浅川雅嗣 アジア開発銀行（ADB）総裁（フィリピン） 

12:20～12:55 

（35 分） 

基調講演 

演題：グローバルサプライチェーン－エキスポージャーの尺度とリスクの考察 
 

リチャード・ボールドウィン ジュネーブ国際・開発研究大学院教授／経済政策研究セ

ンター（CEPR）政策ポータルサイト VoxEU.org ファウンダー・編集長（スイス） 
 

質疑応答 

 

12:55～14:00 

 

休憩 

14:00～15:30 

（1 時間 30 分） 

パネルディスカッションⅠ. 気候変動の緩和と適応に向けた強靭なサプライチェーン 

司会：Ashok Lavasa ADB 副総裁（民間部門業務・民間連携担当）（フィリピン） 
 

パネリスト： 

• Robert Elliott バーミンガム大学バーミンガムビジネススクール経済学部教授

（英国） 

• Ajay Mathur 太陽に関する国際的な同盟（ISA ）事務局長（インド） 

• Zita Sebesvari 国連大学 環境・人間の安全保障研究所副所長（ドイツ） 

• Gauri Singh 国際再生可能エネルギー機関事務局次長（UAE） 

 

自由討論 

 

15:30～17:45 

（2 時間 15 分） 

セッションⅠ. サプライチェーン強靭化に向けたデジタル化技術など 

 

議長：Lyaziza G. Sabyrova ADB 中央･西アジア局地域協力･業務企画課長（フィリピン） 

 

論文 1：「デジタル化による強靭なサプライチェーン構築」 

発表者：Kim Hua Tan ノッティンガム大学ビジネススクール教授（業務・イノベー

ション管理）、副学部長（リサーチ・知見交換）（英国） 

 

2022 年 11 月 25 日版 

https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/yixin-yao
https://www.adb.org/adbi/about/dean
https://www.adb.org/who-we-are/management/masatsugu-asakawa
https://www.graduateinstitute.ch/academic-departments/faculty/richard-edward-baldwin
https://www.adb.org/who-we-are/management/ashok-lavasa
https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/business/elliott-robert.aspx
https://isolaralliance.org/about/director-general
https://ehs.unu.edu/about/leadership#deputy-director
https://www.irena.org/seniormanagement
https://blogs.adb.org/author/lyaziza-sabyrova
https://www.nottingham.ac.uk/business/people/lizkht.html
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討論参加者：Clara Brandi ドイツ開発サステナビリティ研究所ヘッド（経済社会

システム変革研究プログラム）ボン大学教授（ドイツ） 

 

質疑応答 

 

論文 2：「寸断の中でもより強靭化を増すデジタルサプライチェーンの画期的な開発」 

発表者：Carlos Cordon 国際経営開発研究所教授（サプライチェーン管理）（ス

イス） 

 

討論参加者：Ruchi Mishra インスティテュート・オブ・ルーラル・マネジメント・アナ

ンド助教（生産業務管理・定量的技術）（インド） 

 

質疑応答 

 

論文 3：「投入資源の特化・共有で独自のサプライチェーン強靭化を」 

発表者：Florian Lücker ロンドン大学シティ校ベイズビジネススクール上級講師

（サプライチェーン管理）（英国） 

 

討論参加者：Arpita Mukherjee インド国際経済関係研究所教授（成長・雇用・マ

クロ経済）（インド） 

 

質疑応答 

 

第二日：2022 年 11 月 29 日（火曜日） 

08:50～09:00  

（10 分） 

はじめに（総会進行要領について／スピーカー集合写真） 

Yixin Yao アジア開発銀行研究所（ADBI）シニアリサーチフェロー（日本） 

09:00～09:35 

（35 分） 

基調講演 

演題：気候変動に強いフードシステムの構築 

シンシア・ローゼンツヴァイク NASA ゴダード宇宙研究所（GISS）上級研究員兼気候

影響グループ長／世界食糧賞受賞者（2022 年）（米国） 

 

質疑応答 

 

09:35～11:05 

（1 時間 30 分） 

セッションⅡ. 食料安全保障とグローバルフードサプライチェーン 

 

議長：Dil Rahut ADBI ヴァイスチェア（リサーチ）シニアリサーチフェロー 

 

論文 1：「アジアの統合型気候変動アセスメント：農業モデルの相互比較と改善プロジェ

クト（AgMIP）の教訓」 

発表者：Sonali McDermid ニューヨーク大学准教授（環境学）（米国） 

 

討論参加者：Wei Yang リンカーン大学農業･商業学部上級講師（ニュージーラン

ド） 

 

質疑応答 

 

https://www.idos-research.de/en/clara-brandi/
https://www.imd.org/faculty/professors/carlos-cordon/
https://www.irma.ac.in/faculty-research/faculty-members/460
https://www.bayes.city.ac.uk/faculties-and-research/experts/florian-lucker
https://icrier.org/abouticrier/profiles/#modal6
https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/yixin-yao
https://people.climate.columbia.edu/users/profile/cynthia-ropes-rosenzweig
https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/dil-rahut
https://as.nyu.edu/faculty/sonali-mcdermid.html
https://researchers.lincoln.ac.nz/wei.yang
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論文 2：「政策対応が状況を悪化させる場合：農産物への輸出規制」 

発表者：David Laborde Debucquet 国際食料政策研究所（IFPRI）シニアリサー

チフェロー（米国） 

 

討論参加者：Bhagirath Behera インド工科大学カラグプル校教授（人文科学・社

会科学）（インド） 

 

質疑応答 

 

11:05～13:30 

 

休憩 

13:30～15:00 

（1 時間 30 分） 

セッションⅢ. グローバルサプライチェーンの変革と財務リスク管理 

 

議長：John Beirne ADBI ヴァイスチェア（リサーチ）シニアリサーチフェロー（日本） 

 

論文 1：「グローバルバリューチェーンの進化する性質と強靭性の追求」 

発表者：Alicia Garcia-Herrero ナティクシス（アジア太平洋地域）チーフエコノミ

スト（香港、中国）、ブリューゲル（ベルギー）シニアリサーチフェロー、香港科技

大学非常勤教授（香港、中国）、スペイン政府経済諮問委員会委員（スペイン） 

 

討論参加者：Sweta Saxena 国連アフリカ経済委員会事務総長（エチオピア） 

 

質疑応答 

 

論文 2：「グローバルサプライチェーン変革の必要性はコロナ禍でいかに高まったか」 

発表者：Mona Ashok レディング大学ヘンリービジネススクール准教授（DX、ビ

ジネス情報科学、システム、会計学）（英国） 

 

討論参加者：Cornelia Staritz ウィーン大学開発学部終身教授（開発経済）（オ

ーストリア） 

 

質疑応答 

 

15:00～16:00 

 

休憩 

16:00～17:30 

（1 時間 30 分） 

パネルディスカッションⅡ. 多国間協力：貿易、インフラ、物流 

 

司会：Roberta Casali ADB 副総裁（財務・リスク管理担当）（フィリピン） 

 

パネリスト： 

• Akhmad Bayhaqi  APEC 事務局 シニアアナリスト（政策支援ユニット）（シンガポ

ール） 

• Alan Bollard  ビクトリア大学ウェリントン 企業･政府関係学部教授、ニュージーラ

ンド インフラ委員会 会長、太平洋経済協力会議ニュージーランド委員長、中国

建設銀行ディレクター（ニュージーランド）、APEC 事務局 元エグゼクティブディレ

クター（2013～18 年）、ニュージーランド準備銀行 元総裁、 ニュージーランド国

庫庁 元長官（ニュージーランド） 

https://www.ifpri.org/profile/david-laborde-debucquet
http://www.iitkgp.ac.in/department/HS/faculty/hs-bhagirath
https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/john-beirne
https://www.researchgate.net/profile/Alicia-Garcia-Herrero
https://www.henley.ac.uk/people/dr-mona-ashok#publications
https://ie.univie.ac.at/en/department/staff/scientific-staff/cornelia-staritz/
https://www.adb.org/who-we-are/management/roberta-casali
https://www.apec.org/about-us/policy-support-unit/psu-staff
https://www.tewaihanga.govt.nz/about-us/board/dr-alan-bollard-chairperson/
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• Rupa Chanda  国連アジア太平洋経済社会委員会 貿易投資革新部 ディレクタ

ー（タイ、バンコク） 

• Inmaculada Martinez-Zarzoso  ジャウメ 1 世大学 経済学部教授（スペイン）、ゲ

ッティンゲン大学教授（ドイツ）、経済研究のための国際ネットワーク（INFER）及

びグローバル移住研究センター（CeMig） ボードメンバー（ドイツ） 

• Wencai Zhang  中国輸出入銀行副総裁（中国）、ADB 元副総裁（業務一部）（フィ

リピン） 

 

自由討論 

 

17:30～17:55 

（25 分） 

基調講演 

 

演題：強靭なグローバルサプライチェーンの課題（収録済動画） 

御厨邦雄 世界税関機構（WCO）事務総局長（ベルギー） 

 

第三日：2022 年 11 月 30 日（水曜日） 

08:50～09:00  

（10 分） 

はじめに（総会進行要領について／スピーカー集合写真） 

Dina Azhgaliyeva  ADBI リサーチフェロー（日本） 

09:00～09:35 

（35 分） 

基調講演 

 

演題：サプライチェーンの回復力：ディスラプションの隠れたコストの管理 

トニー・カーン  DHL ジャパン株式会社代表取締役社長／DHL エクスプレス アジア

太平洋地区取締役会メンバー（日本） 

 

質疑応答 

 

09:35～11:05 

（1 時間 30 分） 

セッションⅣ. 国際貿易とグローバルバリューチェーン 

 

議長：Bruce Gosper  ADB 副総裁（総務・組織運営担当）（フィリピン） 

 

論文 1：「不確実性の時代におけるグローバルバリューチェーン（GVC）の進化」 

発表者：David Dollar  ブルッキングス研究所ジョン・L・ソーントン中国センター 

シニアフェロー（米国） 

 

討論参加者：Latifahaida Abdul Latif  ASEAN 事務局 ASEAN 経済共同体部 

アシスタントディレクター（インドネシア） 

 

質疑応答 

 

論文 2：「進化する製造業のサプライチェーン：アジア発展のチャンスとなりうるか？」 

発表者：Mary E. Lovely  ピーターソン国際経済研究所 アンソニー・M・ソロモン 

シニアフェロー、シラキュース大学マックスウェル行政大学院 名誉教授（経済

学）（米国）  

 

討論参加者：Elisabetta Gentile  ADB 南アジア局 シニアエコノミスト（フィリピン） 

 

https://www.inclusiveinnovationhub.org/personnel/rupa-chanda/
https://sites.google.com/uji.es/inma-martinez-zarzoso/
http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/ExecutiveM/202207/t20220701_41043.html
http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-structure/wco-secretariat/the_secretary_general.aspx
https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/dina-azhgaliyeva
https://www.dhl.com/jp-ja/home/press/press-archive/2020/01062020.html
https://www.adb.org/who-we-are/management/bruce-gosper
https://www.brookings.edu/experts/david-dollar/
https://events.development.asia/author/latifahaida-abdul-latif
https://www.piie.com/experts/senior-research-staff/mary-e-lovely
https://www.adb.org/contact/gentile-elisabetta
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質疑応答 

 

11:05～15:30 

 

休憩 

15:30～16:50 

（1 時間 20 分） 

セッションⅤ. サプライチェーンの寸断とエネルギー安全保障 

 

議長：Dina Azhgaliyeva  ADBI リサーチフェロー（日本） 

 

 論文 1： 「地政学的かつ環境における危機の下、エネルギーの三重苦を乗り切る方   

法とは」 

発表者：Richard S.J. Tol  サセックス大学経済学部教授（英国）、アムステルダ

ム自由大学、環境学研究所 空間経済学部教授（気候変動経済学）（オラン

ダ）、『Energy Economics』編集長 

 

討論参加者：Zhanna Kapsalyamova  ナザルバエフ大学経済学部准教授（カザ

フスタン） 

 

質疑応答 

 

プレゼンテーション 2: 「効果的なエネルギー移行を促進するためのエネルギー安全保障 

の強化」 

発表者： Harsh Vijay Singh 世界経済フォーラム エネルギー・産業転換インテ

リジェンス プロジェクトマネージャー 

 

質疑応答 

 

 

16:50～17:00  

（10 分） 

閉会挨拶 

園部哲史 アジア開発銀行研究所（ADBI）所長（日本） 

 

 

注：一論文につき 45 分を目途とします。 

内訳 発表者（基調講演を含む）25 分、討論参加者 10 分、質疑応答 10 分 

英語版と翻訳版の表示に矛盾または不一致がある場合、英語版が常に優先されます。 

https://www.adb.org/adbi/about/staff-profiles/dina-azhgaliyeva
https://profiles.sussex.ac.uk/p289812-richard-tol/about
https://research.nu.edu.kz/en/persons/zhanna-kapsalyamova
https://www.weforum.org/agenda/authors/harsh-vijay-singh
https://www.adb.org/adbi/about/dean

