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プログラム 
 

08:45 受付、ウェルカム・コーヒー・サービス 

 

09:30 歓迎・開会の挨拶 

日本証券業協会 会長 鈴木 茂晴 

 

09:35 歓迎基調講演：アジア－GBP（グリーンボンド原則）にとっての戦略的地域 

国際資本市場協会（ICMA） チーフ・エグゼクティブ マーティン・シェック 

 

09:40 パネル・ディスカッション：GBP－最近の発展と 2017年～2018年の展望 

モデレーター： 

国際資本市場協会（ICMA） 市場慣行及び規制政策担当ディレクター ピーター・マンロ 

 

パネリスト： 

メリルリンチ日本証券 取締役 副会長 林 礼子 氏 

みずほ証券 プロダクツ本部 シニアプライマリーアナリスト 香月 康伸 氏 

BNPパリバ サステナブル・キャピタル・マーケット ヘッド ステファニー・スファキアノス 氏 

三菱東京 UFJ銀行 ストラクチャードファイナンス部 プロジェクト環境室 室長 山﨑 周 氏 

Mirova シニア・ポートフォリオ・マネージャー クリス・ウィグレイ 氏 

 

10:55 基調講演 

東京都知事 小池 百合子 氏 

 

11:15 コーヒー＆ネットワーキング ブレイク 

 

11:45 基調講演：日本のグリーンボンドガイドライン 

環境省 大臣官房 環境経済課 課長 奥山 祐矢 氏 

 

12:00 パネル・ディスカッション：日本市場－実績と展望 

モデレーター：  

世界銀行 財務局 駐日代表 有馬 良行 氏 

 

パネリスト： 

日本政策投資銀行 財務部長 加藤 裕幸 氏 

日本生命保険 取締役 執行役員 大関 洋 氏 
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モルガン・スタンレーMUFG証券 資本市場統括本部 債券資本市場部長 マネージング ディレク

ター 荻原 正典 氏 

大和証券 デッド・キャピタルマーケット部 海外オリジネーション課 兼 オリジネーション課 次長 

徳田 健 氏 

 

13:00 昼食 

 

14:00 基調講演：中国のグリーンボンド市場 

上海グリーンファイナンス委員会 事務局長 コン・ウェイ 氏 

 

14:10 パネル・ディスカッション：グリーンボンド市場の将来のダイナミズム 

モデレーター： 

気候債券イニシアティブ CEO兼共同創業者 ショーン・キドニー 氏 

 

パネリスト： 

クレディ・アグリコル・CIB クライメイト＆グリーンボンド・リサーチ ヘッド エルワン・クリヘレット 氏 

大和総研 調査本部 主席研究員 / JSIF 代表理事 河口 真理子 氏 

国際金融公社（IFC） フィナンシャル・インスティテューション・グループ チーフ・インベストメント・オ

フィサー ジャンマリー・マッセ 氏 

欧州投資銀行（EIB） ユーロ・ファンディング 副ヘッド アルド・ロマーニ 氏 

中国グリーンファイナンス委員会 副事務局長 ワン・ヤオ 氏 

 

15:00 基調講演：低炭素経済への移行へ向けたグリーンファイナンス・投資の拡大 

経済協力開発機構（OECD） 事務次長 河野 正道 氏 

 

15:15 基調講演：アジア新興国における市場の創設 

アジア開発銀行 持続的開発・気候変動局 局次長 兼 CCO ネシム・ジェイ・アフマド 氏 

 

15:30 パネル・ディスカッション：社会貢献債及びサステナビリティ債市場の潮流 

モデレーター： 

国際金融公社（IFC） インベスター・リレーションズ・ヘッド エッセー・デニス・オダロ 氏 

 

パネリスト： 

ノルデア サステナブル・ファイナンス ヘッド サーシャ・べスリック 氏 

国際金融ファシリティ（IFFIm） 理事長 ルネ・カーセンティ 氏 

PRI事務局 ジャパンヘッド グローバルネットワーク＆アウトリーチ 森澤 充世 氏 

国際協力機構（JICA） 財務部 市場資金課 課長 田中 賢子 氏 
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野村證券 デット・キャピタル・マーケット部 ESG債担当部長 シニアオフィサー 相原 和之 氏 

 

16:20 パネル・ディスカッション：外部評価－アジアにおける現行実務及び市場の見通し 

モデレーター： 

国際資本市場協会（ICMA） アジア事務所代表 ムスターク・カパシ 

 

パネリスト： 

日本総合研究所 理事 創発戦略センター/ESG リサーチセンター 足達 英一郎 氏 

ムーディーズ アジア大洋州コーポレート・パブリック・プロジェクト＆インフラストラクチャー・ファイナンス 

マネージング・ディレクター ブライアン・ケーヒル 氏 

サステイナリティクス 機関投資家関係担当取締役 ジェームズ・ホリラック 氏 

新日本有限監査法人 気候変動・サステイナビリティサービス ヘザー・マクリシュ 氏 

気候債券イニシアティブ CEO兼共同創業者 ショーン・キドニー 氏 

 

17:10 閉会基調講演 

マレーシア証券委員会 コーポレートファイナンス＆インベストメンツ マネージング・ディレクター / 

ASEAN資本市場フォーラム グリーンファイナンス・ワーキンググループ 共同議長 

ユージーン・ウォン 氏 

 

17:25 閉会挨拶 

国際資本市場協会（ICMA） チーフ・エグゼクティブ マーティン・シェック 

 

17:30 ネットワーキング・レセプション 

19:00 閉会 

          後 援                   メディアパートナー 

Asia Pacific Loan 

Market Association 
投資信託協会 
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