LoCARNet as a Think Tank
for the East Asia Knowledge Platform for Low‐Carbon Growth
低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム
シンクタンクとしての役割を担うLoCARNet
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LoCARNet ‐ Activities and Uniqueness
低炭素アジア研究ネットワークの特長
 Network of leading researchers/research organisations who
are deeply involved in low‐carbon growth policy processes in this region.
低炭素成長政策に研究で貢献している指導的立場にある研究者の知識交流

 Science‐Science‐Policy Dialogue: LoCARNet promotes research for
policies towards low‐carbon growth by enabling a sufficient amount of
dialogue among/between scientists and policy‐makers.
科学者と政策決定者との対話を促進し、研究成果を実際政策に反映

 Ownership of knowledge by countries: LoCARNet encourages
collaboration amongst researchers in‐country whose research capacity
and scientific knowledge are firmly grounded in their home countries.
各国に根付いた研究能力と科学的知見の醸成を支援

 Regional Collaboration: LoCARNet aims to increase in research
capacity in the AP region through knowledge sharing and information
exchange, in the scheme of regional cooperation.
地域における研究能力を増幅
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一人当たりに温室効果ガス排出量

低炭素／グリーン成長パス
先進国

エネルギー多
消費型開発
深刻な温暖化
影響による経
済悪化

途上国
リープフロッグ
型開発

（１）アジア低炭素社会シナリオの開発
①低炭素社会に向けた叙述シナリオの開発
②低炭素社会ビジョンの定量化
③バックキャスティングによる対策・政策の同定
アジア地域の政策パッケージ

低炭素
社会
Time
• アジア低炭素社会実現に向けた施策立
案の支援
• 科学的知見の提供による国際交渉支援
• アジア低炭素社会研究ネットワーキン
グによる研究協力体制の確立 8
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東アジア低炭素成長ナレッジ・プラットフォーム
（実施に向けた初期の活動）
大学、研究機関、
シンクタンク

低炭素アジア
研究ネットワーク
(LoCARNet)

政策及びプロジェ
クトの実施 /
現場での経験

地方自治体、
民間セクター、
市民団体、
開発／金融機関

研究と実務からの
インプット

政策決定者向けの研修
気候変動に関する国際研修センター (CITC)
（要請されたJICA技術協力案件の枠組の下で
タイ温室効果ガス管理機構 (TGO)と共に実施)
アウトプット ３
アウトプット ２
アウトプット １
CITC研修コース
CITCのスケールアッ
CITCの準備
の実施
プ
 研修教材
 ASEAN専門家リスト
の開発

 TGOのスタッフ
 タイの参加者
の能力開発

 政策決定者向けの研
修に関するナレッジ及
び経験の共有
 ASEAN参加者能力開
発

2012年9月26日 独立行政法人国際協力機構（JICA）地球環境部気候変動対策室

CO2削減のための技術移転の可能性の検討

10$/t‐CO2
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出典：Bundit Limmeechokchai, 4th annual meeting of LCS-RNet

