
日時　2021年5月13日（木）10:00-18:40
主催／日本経済新聞社　日経BP
後援／内閣府　外務省　経済産業省　環境省　日本経済団体連合会
メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／セブン＆アイ・ホールディングス　大和証券グループ　キリンホールディングス　アサヒグループホールディングス

サントリーホールディングス　三井不動産　MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス　
東京海上ホールディングス　野村ホールディングス　東京センチュリー　大和ハウス工業　三菱UFJフィナンシャル・グループ

特別協力／三菱地所

日経SDGsフォーラム
シンポジウム P R O G R A M

※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。

10 : 00--10 : 10 ご挨拶

根本 かおる氏　国連広報センター所長

10 : 10--10 : 40 基調講演

テーマ「SDGsの達成と気候変動対策への国連の取り組み」
デイビッド・マローン氏　国連大学学長／国連事務次長

2013年3月、国連大学学長および国連事
務次長就任。2008～2013年、開発途上
国における政策関連の研究支援・資金提供
機関のカナダ国際開発研究センター総裁。
国連経済社会理事会カナダ代表、国連
カナダ大使および代表部次席代表を歴任
（1990～1994年）。カナダ外務・国際
貿易省の政策・国際機関・地球規模問題
局局長（1994～1998年）、ニューヨークに
ある独立した研究・政策開発機関である国

際平和アカデミー（現国際平和研究所）所長
（1998～2004年）、カナダ外務・国際貿
易省次官補（地球規模問題担当）（2004
～2006年）、カナダ駐インド高等弁務官、ブー
タンおよびネパールの非常駐大使（2006～
2008年）を務める。
近年の著書（共編）に『Megaregulation 
Contested: Global Economic Ordering 
After TPP（超規制論争：TPP後のグロー
バル経済秩序）』（オックスフォード大学出

版局）、『The Oxford Handbook of UN 
Treaties（オックスフォード版国連条約ハンド
ブック）』（オックスフォード大学出版局）があ
る。現在は、アジアの高等教育について執
筆中。
モントリオール商科大学から経営学士号、ア
メリカン大学（カイロ）からアラビア語修了証
書、ハーバード大学ケネディ行政大学院か
ら行政学修士号、オックスフォード大学から
国際関係の博士号を取得。

東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米
国コロンビア大学大学院より国際関係論修
士号を取得。1996年から2011年末まで国
連難民高等弁務官事務所（UNHCR）にて、
アジア、アフリカなどで難民支援活動に従

事。ジュネーブ本部では政策立案、民間部
門からの活動資金調達のコーディネートを担
当。WFP国連世界食糧計画広報官、国
連UNHCR協会事務局長も歴任。フリー・
ジャーナリストを経て2013年8月より現職。

2016年より日本政府が開催する「持続可能
な開発目標（SDGs）推進円卓会議」の委
員を務める。著書に『難民鎖国ニッポンのゆ
くえ─日本で生きる難民と支える人々の姿を
追って』（ポプラ新書）ほか。

10 : 40--11 : 40 対談

テーマ「見破られるESGと深化するESG経営」
伊藤 邦雄氏　TCFD コンソーシアム会長／一橋大学 CFO 教育研究センター長

1975年一橋大学商学部卒業。一橋大学
大学院商学研究科長・商学部長、一橋大
学副学長を歴任。中央大学大学院戦略経
営研究科特任教授。商学博士（一橋大学）。
経済産業省プロジェクト「持続的成長への競
争力とインセンティブ～企業と投資家の望ま
しい関係構築～」では座長を務め、最終報
告書（伊藤レポート）は海外でも大きな反響を
呼び、その後の日本のコーポレートガバナン

ス改革を牽引した。
経済産業省「コーポレート・ガバナンス・シ
ステム研究会」委員、内閣府「未来投資
会議・構造改革徹底推進会合」委員、東
京証券取引所「企業価値向上表彰制度委
員会」委員長、経済産業省・東京証券
取引所「DX経営銘柄」選定委員長、日
本取締役協会「コーポレートガバナンス・オ
ブ・ザ・イヤー」選考委員、経済産業省「グ

リーンファイナンスと企業の情報開示の在
り方研究会」（TCFD研究会）座長、経
済産業省「SDGｓ経営・ESG投資研究
会」座長、経済産業省「環境イノベーショ
ンファイナンス研究会」座長、経済産業省
「Society2.0時代のデジタル・ガバナンス
検討会」座長、IIRC・GAN（Governance 
and Nomination）委員会委員などを務める。

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



酒井 耕一　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。

12 : 30--14 : 00 パネルディスカッション

テーマ「論語と算盤から考えるSDGｓ」
渋澤 健氏　コモンズ投信 取締役会長 兼 ESG最高責任者

シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役、コ
モンズ投信取締役会長。複数の外資系金
融機関でマーケット業務に携わり、2001年
にシブサワ・アンド・カンパニーを創業し代表

取締役に就任。07年にコモンズ（現・コモン
ズ投信）を創業、08年に会長に就任。経
済同友会幹事、UNDP（国連開発計画）
SDG Impact運営委員会委員、等。

釣流 まゆみ氏　セブン＆アイ・ホールディングス 執行役員 サステナビリティ推進部 シニアオフィサー

津田塾大学国際関係学科卒業。西武百貨
店入社（現 そごう・西武）。池袋本店婦人
雑貨部、販売促進部、等を経た後、営業
部門へ。大津店店長。執行役員顧客サー
ビス部長、執行役員池袋本店副店長、執
行役員所沢店店長、執行役員東戸塚店

店長、執行役員文化プロモーション部長。
2019年3月よりセブン＆アイ・ホールディング
スへ。同年5月に発表したグループ環境宣言
「GREEN CHALLEGE 2050」の達成に
向け活動を推進中。

鷹羽 美奈子氏　野村アセットマネジメント 責任投資調査部 ESGインベストメントマネージャー

2021年 1月にESGインベストメントマネー
ジャーとして、野村アセットマネジメントに入
社。ファンドマネージャーとの協働を通じて、
運用ファンドにESG観点からの付加価値を
つけることをミッションとする。同社入社以前
は、13年間MSCI社ESGリサーチ部門にて

日本株リサーチヘッドとしてESG格付け業務
に従事。MSCIより前には、ボーダフォン／
ソフトバンクモバイルのCSR部門とKPMG
サステイナビリティコンサルティングにてCSR
分野でのキャリアを積んだ。

●パネリスト

馬場 未希　日経ESG 編集長

1995年早稲田大学第一文学部卒業、97
年日経BP入社。2003年から「日経エコロ
ジー」編集に従事、「日経エコロジー」副編
集長を経て18年から現職。
国内外の企業・政府による地球温暖化・気
候変動対策全般を15年にわたって取材。

TCFD、CDPなど企業に対するグローバル
要請、パリ協定など国際枠組み、低炭素社
会実行計画など国内制度、炭素価格、低
炭素技術開発など。経済産業省をはじめと
する政府審議会委員も務める。

●コーディネーター

近藤 佳代子氏　アサヒグループホールディングス Senior Officer, Head of Sustainability

1991年4月　  アサヒ飲料入社
2000年10月　調達部グループリーダー
2015年9月　  経営企画部副部長
2017年9月　  コーポレートコミュニケーション部部長

2019年4月　アサヒグループホールディングス サステナビリティ部門
ゼネラルマネジャー

2020年4月　Senior Officer,Head of Sustainability（現職）



14 : 00--15 : 20 パネルディスカッション

テーマ「社会システム改革で達成するSDGs ～キーワードは多様性～」
川久保 皆実氏　弁護士／つくば市議会議員／リージット代表取締役

1986年茨城県つくば市生まれ。東京大学
法学部卒業、東京大学大学院法学政治学
研究科修了。
ITベンチャーでの企画営業職を経て2014年
に弁護士となり、鳥飼総合法律事務所に入
所。労働法を得意とし、著書に「これならわ

かる テレワークの導入実務と労務管理」（日
本実業出版社2020年11月発行）。
2018年7月、リージットを創業し、業務の見
える化のためのクラウドシステム「Log＋」を
開発。
2020年7月、コロナ禍を機に、夫と1歳・3

歳の息子とともに千代田区からつくば市にU
ターン移住。その際に公立保育所の制度
格差にショックを受け、つくば市議会議員選
挙への出馬を決意。街頭演説を一切行わず、
代わりに街のゴミ拾いをするという選挙運動
を展開し、同年10月の選挙にて3位当選。

中島 さち子氏　steAm 代表取締役（音楽・数学・STEAM教育）／大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー

ニューヨーク大学Tisch School of the Arts, 
ITP（Interactive Telecommunications 
Program）修士。国際数学オリンピック金メ
ダリスト。
文部科学省 中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会委員。経済産業省

「『未来の教室』とEdTech」研究会研究
員。「未来の教室」実証プロジェクトにも多
数携わる。
明治大学先端数理科学インスティテュート
（MIMS）文理融合部門研究員。
群馬県新総合計画策定懇談会構成員。フ

ルブライター。米日財団日米リーダーシッププ
ログラムフェロー。
主な著書に「人生を変える『数学』そして『音
楽』」「音楽から聴こえる数学」（講談社）絵本
『タイショウ星人のふしぎな絵』（絵 :くすはら
じゅんこ、文研出版）ほか。

上条 百里奈氏　介護福祉士／モデル／白梅学園大学 非常勤講師

長野県塩尻市出身。介護福祉士として現
場に従事しながら、白梅学園大学で非常勤
講師を務める。また介護現場の労働環境、
労働生産性について研究。東京大学政策
ビジョン研究センター（現・未来ビジョン研
究センター）「健康診査・保健指導の有効

性評価に関する研究」の研究協力者。
介護の現場で直面した情報不足による介護
虐待、介護殺人、介護職の過重労働に課
題意識を持ち、発信力を求め22歳からモデ
ルとしても活動。東京コレクション等のラン
ウェイ、CM広告等に出演。情報番組のコ

メンテーターやテレビドラマの介護監修など
も手掛ける。
厚生労働省“介護のしごと魅力発信事業”
パーソナリティー。

原田 雅充氏　ヒューマンライフコード 創業者 兼 代表取締役社長

岐阜大学大学院生物資源利用学修了、旧
通産省工業技術院生命工学工業技術研究
所や東京大学医科学研究所分子療法研究
分野での研究から日本化薬やアムジェンでの
新薬開発に至るまで研究開発業務に従事、

その後、セルジーンにて自社販売体制を構築
し、新薬の市場導入成功に貢献した後、最
年少で臨床開発統括部長へ昇格するも、米
国での小児患者との出会いをきっかけに起業を
決意しニューヨークにてMBA取得。シンバイ

オ製薬執行役員（営業・マーケティング・生産
物流）にて経営に参画した後、2017年4月に
ヒューマンライフコードを創業。名古屋大学大
学院医学系研究科非常勤講師。一般社団
法人日米協会会員。

●パネリスト

蟹江 憲史氏　慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授

慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代
表、国連大学サステイナビリティ高等研究所
（UNU-IAS）非常勤教授。北九州市立大
学助教授、東京工業大学大学院社会理工
学研究科准教授を経て、2015年より現職。
専門は国際関係論、地球システム・ガバナ

ンス。国連におけるSDGs策定に、構想段
階から参画。SDGs研究の第一人者であり、
研究と実践の両立を図っている。
日本政府SDGs推進本部円卓会議構成員、
内閣府地方創生推進事務局自治体SDGs
推進評価・調査検討会委員などを務める。

近著に「SDGs（持続可能な開発目標）」中
公新書（2020年8月刊行）がある。
国連Global Sustainable Development 
Report（GSDR）の2023年版執筆の独立
科学者15人に選ばれている。
博士（政策・メディア）。

●コーディネーター

17 : 30--18 : 40 パネルディスカッション

テーマ「脱炭素社会の実現に向けて」
高村 ゆかり氏　東京大学未来ビジョン研究センター 教授

島根県生まれ。専門は国際法学・環境法
学。京都大学法学部卒業。一橋大学大学
院法学研究科博士課程単位修得退学。静
岡大学助教授、龍谷大学教授、名古屋大
学大学院教授、東京大学サステイナビリティ
学連携研究機構（IR3S）教授などを経て、
現職。

国際環境条約に関する法的問題、気候変
動とエネルギーに関する法政策などを主な研
究テーマとする。日本学術会議会員、中央
環境審議会委員、再生可能エネルギー買取
制度調達価格等算定委員会委員、東京都
環境審議会会長、アジア開発銀行の気候
変動と持続可能な発展に関する諮問グルー

プの委員なども務める。日本のパリ協定長
期成長戦略（2019年6月閣議決定）を策定
する懇談会委員を務めた。

●パネリスト

休　憩



吉高 まり氏　三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 経営企画部副部長／プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト

IT企業、米国投資銀行等での勤務、世銀
グループ国際金融公社環境技術部に従事。
米国ミシガン大学環境・サステナビリティ大
学院（現）科学修士。博士（学術）。
2000年、三菱UFJモルガン・スタンレー証
券（MUMSS）においてクリーン・エネルギー・

ファイナンス委員会を立ち上げ。気候変動
分野を中心とした環境金融コンサルティング
業務に長年従事。現在は政府、機関投資
家、事業会社等に向けSDGsビジネス及び
ESG投資の領域について調査・アドバイス・
講演等を実施。2020年5月より現職。

三菱UFJ銀行戦略調査部、MUMSS経
営企画部兼務。中央環境審議会地球環境
部会臨時委員、中長期の気候変動対策検
討小委員会委員、2050年に向けたガス事
業の在り方研究会委員等も務める。 

馬場 未希

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

●コーディネーター


