
日時　2021年5月14日（金）13:30-16:40
主催／日本経済新聞社　日経BP
後援／金融庁
メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／アセットマネジメントOne　ブラックロック・ジャパン　BNPパリバ・アセットマネジメント　大和アセットマネジメント

フィデリティ投信　HSBC投信　JPモルガン・アセット・マネジメント　三菱UFJ信託銀行　野村アセットマネジメント
ヌビーン・ジャパン　りそなアセットマネジメント　シュローダー・インベストメント・マネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント　アライアンス・バーンスタイン

特別協力／三菱地所

社会課題解決に向けた「対話」のあり方

資産運用会社の未来像を
考えるプロジェクト P R O G R A M

13 : 50--14 : 20 基調講演

テーマ「企業と投資家の対話の充実のために」
川本 裕子氏　早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授

早稲田大学ガバナンス＆サスティナビリティ
研究所所長、ソフトバンクグループ、トムソン
ロイタートラスティディレクター兼務。
マッキンゼー＆カンパニー（東京、パリ勤務）
を経て、2004年から現職。これまでに三菱
UFJフィナンシャルグループや日本取引所、

ヤマハ発動機の社外取締役、東京海上ホー
ルディングスの社外監査役などを務める。ま
た、金融庁顧問（金融問題タスクフォースメ
ンバー）、国家公安委員会委員などの政府
委員を務めてきた。

※講演者、講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

13 : 30--13 : 50 基調講演

井上 俊剛氏　金融庁 企画市場局 参事官

1991年大蔵省入省。2014年監督局証券
課長、2015年監督局保険課長、2016年
総務企画局信用制度参事官、2018年企
画市場局企業開示課長、2020年から現職。

テーマ「コーポレートガバナンス・コードの改訂案の概要」

14 : 20--15 : 20 トークセッション①

井川 智洋氏　フィデリティ投信 ヘッドオブエンゲージメント兼ポートフォリオマネージャー

米国、シンガポール、日系金融機関で外
国株式、国内株式のポートフォリオマネー
ジャー、アナリスト、運用責任者として従事
し、国内外の投資先企業と中長期の価値

創造に焦点を当てた対話を数多く重ねてき
た。2019年フィデリティ投信にディレクター・
オブ・エンゲージメントとして入社後、2021
年より現職。

エンゲージメント責任者としてサステナビリティ
課題を中心に幅広いテーマに亘って投資先
企業との対話を主導。

14 : 20--14 : 40

土岐 大介氏　BNP パリバ・アセットマネジメント CEO・代表取締役社長

2019年1月、ＢＮＰパリバ・アセットマネジメ
ントに入社し、CEO・代表取締役社長に就
任。それ以前は、ドイチェ・アセット・マネジ
メント 代表取締役社長、ゴールドマン・サッ
クス・アセット・マネジメント 代表取締役社長、
ゴールドマン・サックス証券会社エクイティ部

門共同責任者等を歴任するなど、金融業界
で30年以上の経験を保有。一橋大学大学
院および筑波大学大学院の客員教授（現
職）。

筑波大学 第三学群・社会工学類（経営工
学専攻）卒業
ケース・ウエスタン・リザーブ大学大学院 オ
ペレーションズ・リサーチ 修士
青山学院大学大学院 国際マネジメント研究
科 博士後期課程単位取得退学

14 : 40--15 : 00

特別協力

https://events.nikkei.co.jp/37280/日経 大丸有 SDGs フェス（5/10 ～ 5/14）

http://events.nikkei.co.jp/37052/事前登録受付中 申込・詳細

HYDROGEN
SYMPOSIUM

※事前登録すると、関連資料をダウンロードすることができます。許諾をいただいた登壇者のダウンロードに適した資料が対象です。配信で映る全ての資料がダウンロードできるわけではございません。予めご了承ください。 
※ 感染状況等によって、オンライン配信のみ（会場聴講なし）とさせていただく場合もございます。会場での聴講の定員は、通常の5分の１以下とします。ご希望者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。抽選の結果発表は、当選者への「受講券」
（Eメール）の発送をもってかえさせていただきます。オンライン配信のみとなった場合、および、抽選の結果落選となった方には、オンライン視聴用URLをEメールにてご案内します（ご案内が開催直前になる可能性がございますが、予めご了承ください）。

お問い合わせ 日経 大丸有エリア SDGsフェス事務局
E-mail : sdgs-f@nex.nikkei.co.jp

茂木 正氏
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長

津吉 学氏
岩谷産業 取締役常務執行役員 水素本部長

橘川 武郎氏
国際大学大学院 国際経営学研究科 教授

福田 紀彦氏
川崎市長

細野 哲弘氏
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長

村木 美貴氏
千葉大学大学院 工学研究院 教授

柏木 孝夫氏
東京工業大学 特命教授・名誉教授

小池 百合子氏
東京都知事

久元 喜造氏
神戸市長

佐薙 徳寿氏
東芝エネルギーシステムズ 水素エネルギー事業統括部 ゼネラルマネジャー

内堀 雅雄氏
福島県知事

原田 英一氏
川崎重工業 常務執行役員 水素戦略本部長

関口 猛氏
清水建設 常務執行役員 エンジニアリング事業本部長

LCV 事業本部 副本部長

協賛企業

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素（CO₂）フリーの水素エネルギーが注目されています。SDGsの
達成にも水素が果たす役割は大きく、世界各国がその効果的な活用に取り組んでいます。水素が切り開く未来の姿を
議論します。

2021. 5.11 TUE

10:30-18:10

日経SDGsフェス

聴講無料
日経 社会イノベーションフォーラム

カーボンニュートラル実現
のための水素実装
グローバル連携での水素バリューチェーン



荒井 卓氏　シュローダー・インベストメント・マネジメント 執行役員 日本株式運用 副責任者

東京三菱銀行（現三菱UFJ銀行）に勤務
後、2001年よりシティトラスト信託銀行にて
外国株式や個人富裕層向け運用業務に携
わって以降、複数の運用会社において運用
およびプロダクト業務等に従事。2011年に

日本株式プロダクトマネジャーとしてシュロー
ダー入社。2015年に運用部プロダクト担当
部長、2017年より現職。副責任者として、
日本株式ビジネスを統括。
千葉大学大学院経済学修士、一橋大学大

学院国際企業戦略研究科MBA、慶應義
塾大学経済学学士、CFA協会認定証券ア
ナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員、
国際公認投資アナリスト 日本CFA協会 執
行理事。

15 : 00--15 : 20

小平 龍四郎　日本経済新聞社 論説委員兼編集委員

2021年4月より現職。2008年9月より8
年半に渡って日本経済新聞編集委員兼論
説委員（資本市場担当）。それに先立ち、
経済金融部編集委員兼論説委員。2000
年から2004年まで同社欧州総局（ロンドン）
で金融分野を取材。それ以前は同社証券
部で証券会社・市場、企業財務などを担当。

1988年に早稲田大学第一文学部を卒業
し、日本経済新聞社入社。1964年4月生
まれ。
主な著書は「グローバルコーポレートガバナ
ンス」「アジア資本主義」「ＥＳＧはやわか
り」。

●進行

15 : 30--16 : 10 トークセッション②

堀井 浩之氏　三井住友トラスト・アセットマネジメント 常務執行役員

早稲田大学卒業後、山一證券に入社。
1998年住友信託銀行入社。証券アナリス
ト業務、経営戦略に関するアドバイザリー業
務に従事。
2012年三井住友信託銀行 リサーチ部長、
2014年リサーチ運用部長、2017年スチュ

ワードシップ推進部部長を歴任。
2018年10月三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント 執行役員 スチュワードシップ推進部
長、2019年執行役員、2020年4月常務
執行役員（現職）。

15 : 30--15 : 50

酒井 耕一　日経BP 日経ESG発行人

1988年早稲田大学卒業。同年日経マグロ
ウヒル（現日経BP）入社。
日経ベンチャー記者、日経ビジネス記者、
ニューヨーク支局長、日経ビジネス副編集

長、日経情報ストラテジー編集長、Nikkei 
Asian Review Managing Editor, 日経ビ
ジネスBasic編集長、日経ビジネス発行人な
どを経て現職。

●進行

小林 桂治氏　大和アセットマネジメント 常務執行役員　運用本部 CIO

1989年大和アセットマネジメント入社。主
として国内投資家向け投資信託の国内株
式運用業務に約20年従事。エクイティ・ト
レーディング部長、エクイティ運用部長を歴
任後、2018年より執行役員（運用副本部
長（Deputy-CIO）、調査部、エクイティ運

用部担当）として主に国内株アクティブ運用
部門、企業調査部門及びスチュワードシップ・
ESG推進部門を統括し、2021年より現職。
名古屋大学大学院農学研究科博士課程前
期課程修了。

15 : 50--16 : 10

16 : 10--16 : 40 対談

テーマ「ESG経営が変える2030年の社会」
小平 龍四郎
酒井 耕一

特別協力

https://events.nikkei.co.jp/37280/日経 大丸有 SDGs フェス（5/10 ～ 5/14）

http://events.nikkei.co.jp/37052/事前登録受付中 申込・詳細

HYDROGEN
SYMPOSIUM

※事前登録すると、関連資料をダウンロードすることができます。許諾をいただいた登壇者のダウンロードに適した資料が対象です。配信で映る全ての資料がダウンロードできるわけではございません。予めご了承ください。 
※ 感染状況等によって、オンライン配信のみ（会場聴講なし）とさせていただく場合もございます。会場での聴講の定員は、通常の5分の１以下とします。ご希望者多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。抽選の結果発表は、当選者への「受講券」
（Eメール）の発送をもってかえさせていただきます。オンライン配信のみとなった場合、および、抽選の結果落選となった方には、オンライン視聴用URLをEメールにてご案内します（ご案内が開催直前になる可能性がございますが、予めご了承ください）。

お問い合わせ 日経 大丸有エリア SDGsフェス事務局
E-mail : sdgs-f@nex.nikkei.co.jp

茂木 正氏
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長

津吉 学氏
岩谷産業 取締役常務執行役員 水素本部長

橘川 武郎氏
国際大学大学院 国際経営学研究科 教授

福田 紀彦氏
川崎市長

細野 哲弘氏
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 理事長

村木 美貴氏
千葉大学大学院 工学研究院 教授

柏木 孝夫氏
東京工業大学 特命教授・名誉教授

小池 百合子氏
東京都知事

久元 喜造氏
神戸市長

佐薙 徳寿氏
東芝エネルギーシステムズ 水素エネルギー事業統括部 ゼネラルマネジャー

内堀 雅雄氏
福島県知事

原田 英一氏
川崎重工業 常務執行役員 水素戦略本部長

関口 猛氏
清水建設 常務執行役員 エンジニアリング事業本部長

LCV 事業本部 副本部長
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私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

2050年の脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素（CO₂）フリーの水素エネルギーが注目されています。SDGsの
達成にも水素が果たす役割は大きく、世界各国がその効果的な活用に取り組んでいます。水素が切り開く未来の姿を
議論します。
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