SDGs未来会議

PROGRAM

日時／2020年5月11日（月）10:00〜15:10
主催／日本経済新聞社 日経BP
メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／三菱UFJフィナンシャル・グループ 農林中央金庫
特別協力／三菱地所
※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となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10:00〜10:30

基調講演

「プラチナ社会がけん引するSDGs」

テーマ

小宮山 宏氏 三菱総合研究所 理事長
1967年3月 東京大学工学部化学工
学科卒業
1969年3月 東京大学大学院工学系
研究科化学工学専攻修
士課程修了
1972年3月 東京大学大学院工学系
研究科化学工学専攻博
士課程修了

10:40〜11:10

1988年7月 東京大学工学部教授
1995年4月 東京大学大学院工学系
研究科教授
2000年4月 東京大学大学院工学系
研究科長・工学部長
2003年4月 東京大学副学長
2004年4月 東京大学理事
東京大学副学長兼務

東京大学大学院工学系
研究科教授兼務
2005年4月 東京大学第28代総長
2009年4月 東京大学総長顧問
三菱総合研究所理事長
2010年8月 プラチナ構想ネットワー
ク会長

基調講演

「企業に求められるSDGs経営とESG経営」

テーマ

末吉 竹二郎氏 国連環境計画金融イニシアティブ・特別顧問／WWFジャパン会長
自然エネルギー財団代表理事。グリー
ンファイナンス推進機構代表理事。Ｗ
ＷＦジャパン会長。気候変動イニシア
ティブ（JCI）代表。
1967年4月、三菱銀行(現・三菱ＵＦＪ
銀行)入行。
96年、東京三菱銀行信託会社（NY）

11:20〜11:50

頭取。98年には日興アセットマネジメ
ント副社長に就任。
退任後、国連環境計画・金融イニシア
ティブ特別顧問に就任、現在に至る。

基調講演

「国、地方一体となったデジタルトランスフォーメーション

テーマ

〜SDGsをSociety5.0の技術で達成する場としてのスマートシティ」

村林 聡氏 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 代表取締役社長
1981年名古屋大学経済学部卒業、同
年三和銀行入行。
金融業界再編が進む中、システム部を
中心に三菱UFJフィナンシャル・グルー
プのデジタル化推進に尽力。三菱東京
UFJ銀行専務取締役コーポレートサー
ビス長兼CIO、三菱UFJフィナンシャ

ル・グループ 執行役専務グループCIO
を経て2017年6月より現職。
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
では、AIやIoTをはじめとするテクノロ
ジーを活用したデジタル社会への転換
に向けたソリューション提供を推進す
べく、シンクタンク・コンサルティング会

社経営に取り組む。内閣官房 新戦略推
進専門調査会デジタル・ガバメント分科
会構成員、内閣府公文書管理委員会
専門委員等を兼職。

13:00〜14:00

パネルディスカッション

「投資家・企業のESG動向

テーマ

●パネリスト

―持続可能な社会を金融で支える―」

加藤 正裕氏 三菱UFJ信託銀行 アセットマネジメント事業部 責任投資ヘッド
慶應義塾大学経済学部卒業後、三菱Ｕ
ＦＪ信託銀行入社。米国三菱ＵＦＪ信託
銀行含め、国内外の運用関連部署でア
ナリスト、ファンドマネージャー業務を
担当。2005年から責任投資に従事。
国連「責任投資原則」日本ネットワーク
共同議長として責任投資の普及・推進

に尽力、個人および年金向け責任投資
プロダクトの開発、国内外株の議決権
行使・エンゲージメント実務にも携わ
り、近年はグローバルなＥＳＧ・機関投
資家の動向調査等をロンドンで担当。
2019年より現職。

池崎 陽大氏 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 デット・キャピタル・マーケット部長 マネージング・ディレクター
1994年同志社大学商学部卒業、同年
東京銀行入行。営業、企画業務のほか
東京三菱インターナショナルplc（ロン
ドン）にてストラクチャリング業務を担
当。2001年より三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券（当時東京三菱証券）に
て一貫して債券引受業務に従事、全セ

クターを担当し同業務の拡大並びに本
邦資本市場の発展に尽力。2017年よ
り現 職 。本 邦 証 券 会 社として初めて
ICMA GBP SBPメンバー登録し年次
総会参加する等、黎明期よりESGを
デットビジネス本流に位置づけ普及、
市場創出に貢献。ICMA・日本証券業協

会グリーンボンドコンファレンスパネリ
スト。日本証券業協会社債市場の活性
化に関する懇談会委員。本邦ESG債
市場啓蒙のためのメディア出演多数。

武藤 知樹氏 三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部 部長（ストラクチャードファイナンス担当）
1993年３月 慶応義塾大学法学部卒業
４月 東京銀行入行 神戸支店
2011年12月
1996年４月 合併 東京三菱銀行
三宮支店
2017年５月
1997年3月 開発金融部
2002年６月 米州開発銀行出向
（ワシントンDC）
2006年１月 合併 三菱東京UFJ銀行

●コーディネーター

米州本部米州審査部調 2018年４月 行名変更 三菱UFJ銀行
ソリューション本部 スト
査役（ニューヨーク）
豪州ストラクチャードファ
ラクチャードファイナンス
イナンス室（シドニー）
部 部長 兼 プロジェクト
ソリューション本部 ストラ
ファイナンス室長
クチャードファイナンス部 2019年４月 ソリューション本部 ソリュ
部長 兼 プロジェクトファ
ーションプロダクツ部 部長
イナンス室長
（ストラクチャードファイナ
ンス担当）

馬場 未希 日経ESG エディター
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。

14:10〜15:10

パネルディスカッション

「大丸有SDGｓACT5始動 〜街を挙げたSDGsの挑戦〜」

テーマ

●パネリスト

有森 鉄治氏 三菱地所 執行役専務
1980年3月 京都大学経済学部卒業
2013年４月 常務執行役員 不動産活 2018年４月 代表執行役 執行役専務
４月 三菱地所入社
用推進一部､不動産活用
経営企画部担当、新事業
地域開発部
推進二部担当
創造部副担当
2001年９月 三菱地所投資顧問
2016年６月 執行役常務 投資マネジ
６月 取締役 代表執行役 執行
（商号変更）
メント事業部担当
役専務 経営企画部担当、
2005年４月 同社 取締役社長就任
2017年４月 代表執行役 執行役専務
新事業創造部副担当
2011年４月 執行役員 兼 三菱地所投
投資マネジメント事業部 2019年６月 取締役 代表執行役 執行
資顧問 取締役社長
担当
役専務

松本 恭幸氏 農林中央金庫 常務執行役員 食農法人営業本部 副本部長
ロンドン大学・SOAS（英国）経済学博
士（Ph.D. in Economics）、コーネル
大学（米国）アジア研究学修士、慶応
義塾大学 経済学部卒
1986年4月 日本長期信用銀行 入行
1999年3月 農林中央金庫 入庫
2000年6月 ロンドン支店 支店長代理
2006年7月 営業第一部 部長代理

●コーディネーター

2007年7月
2009年7月
2011年7月
2013年7月
2014年7月
2016年6月

営業第一部 副部長
2017年7月 常務執行役員 グローバ
開発投資部 副部長
ル・インベストメンツ本部
シンガポール支店 支店長
副本部長（ロンドン駐在）
営業第二部長
2019年4月 常務執行役員 食農法人
投融資企画部長
営業本部 副本部長
常務理事
食農法人営業本部

藤田 香 日経ESG シニアエディター、日経ESG経営フォーラム プロデューサー
富山県出身。東京大学理学部物理学 地 方 創 生などを追っている。著 書に り方検討会委員の他、聖心女子大学非
科卒。日経BPに入社し、
「日経エレクト 『SDGsとESG時代の生物多様性・自 常勤講師、富山大学客員教授などを務
ロニクス」記者、
「ナショナルジオグラ 然資本経営』
など。
める。
フィック日本版」副編集長、
「日経エコ 環境省 SDGsステークホルダーズ会
ロジー」編集委員などを経て現職。
合構成員、環境省 環境産業市場規模
生物多様性や自然資本、持続可能な調 検討会委員、環境省 地域循環共生圏
達、
ビジネスと人権、ESG投資、SDGs、 の創造に向けたパートナーシップのあ

