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グローバル　　　
ラウンドテーブル 
2016 
2016年10月25日・26日　アラブ首長国連邦・ドバイ

プログラム概要

2日目  -   10月26日（水）

08:30 - 09:30 ライトニング・ラウンド：	
持続可能な金融のため
の画期的なツール

本会議 4

09:30 - 10:30 リスクからパフォーマンスへ、 
ポジティブ・インパクト

10:30 - 11:00 休憩

11:00 - 12:15 •	個別会議	5	&	6:
•	持続可能な証券取引所
•	ポジティブ・インパクト	
金融	-	SDGs	実現に向けた
の新しい金融のアプローチ

12:15 - 13:15 昼食

13:15 - 14:30 •	個別会議	7	&	8:
•	エネルギー、水、食料
•	サステナビリティ情報開示

14:30 - 15:00 休憩

本会議 5

15:00 - 16:30 持続可能な金融の未来

16:30 - 17:00 閉会式

1 日目 -  10月25日（火）

09:00 - 09:30 開会式

本会議 1
09:30 - 10:30 新たな機会と可能性： 

持続可能性を促す金融

10:30 - 11:00 休憩

本会議 2

11:00 - 12:00 多様な価値観を経済的価値に： 
グリーンイスラム金融

12:00 - 13:00 昼食

13:00 - 14:15 個別会議	1	&	2:
•	金融の脱炭素化
•	強靭で持続可能なビル・建
物および都市建設

14:15 - 15:30 個別会議	3	&	4:
•	環境に配慮したアセット
クラスの開発と投資
•	金融テクノロジーと持
続可能な開発	

15:30 - 16:00 休憩

本会議 3

16:00 - 17:00 転換への勢い： 
持続可能な金融システムに関す
る政策、規制・監督当局の体制

18:00 - 22:00 夕食パーティー（署名機関）
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講演者（確定）

Host: H.E. Dr. Thani Alzeyoudi
アラブ首長国連邦	気候変動・環境大臣	

アラブ首長国連邦
Zainal Izlan Zainal Abidin

マレーシア証券委員会		理事	
マレーシア
Nader Azar

アンマン証券取引所	CEO		
ヨルダン

Zeti Akhtar Aziz
前マレーシア中央銀行	総裁	

マレーシア
Tatiana Bosteels

ハーミーズ・インベストメント・マネジメント	
責任投資ディレクター兼不動産責任投資ヘッド	

	英国
Jeremy Crane

Yellow Door Energy CEO、アラブ首長国連邦
João Consiglio

バンコ・サンタンデール・ブラジル取締役副頭取	
ブラジル

Nadia Makram Ebeid
CIB	業務執行取締役			アラブ・ヨーロッパ環境開発

センター（CEDARE）前環境大臣	エジプト
Benjamin J. Ergas

EFW	キャピタル・アドバイザー	CEO兼パートナー	
スイス

Wissam H. Fattouh
アラブ銀行連合	事務局長	

世界アラブ銀行連合	事務局長	
レバノン

Walid Fawzy
CIB	投資・信用リスク管理部門ヘッド	エジプト

Said Ibrahimi
カサブランカ・ファイナンス・シティ総裁	

モロッコ
伊藤雅人

三井住友信託銀行  
不動産コンサルティング部審議役 

環境不動産推進チーム長  
日本

Jacki Johnson
アラブ銀行連合 事務局長 
世界アラブ銀行連合 事務局長 
レバノン
Hussain Khansaheb
アラブ首長国連邦 気候変動・環境省                 
グリーン開発課課長　　　　　　　　　	
アラブ首長国連邦
Sean Kidney
クライメート・ボンド・イニシアティブCEO　　　　
英国
Rachel Kyte
万人のための持続可能なエネルギー(SE4ALL)代表        
兼 国連事務総長特別代表
Steve Lambert
ナショナルオーストラリア銀行	
グローバル・キャピタル・マーケット取締役部長  
オーストラリア 

Stephane le Gentil
エティハド・エネルギー・サービス・カンパニー CEO              
アラブ首長国連邦
Karsten Löffler
アリアンツ気候ソリューションズ (ACS) 
マネージング・ディレクター、ドイツ
Tirad Al-Mahmoud
アブダビ・イスラム銀行CEO 
アラブ首長国連邦
Samuel Makome
ケニア商業銀行                                                                   
グループCOO、ケニア
Rashid Al Mansoori
カタール証券取引所 CEO、カタール
Saker Nusseibeh
ハーミーズ・インベストメント・マネジメントCEO  
英国
Habil Olaka
ケニア銀行協会CEO、 ケニア
Dr. Mohammed Omran
エジプト証券取引所CEO	
ユーロ・アジア証券取引所連合	(FEAS)	局長	
アラブ科学技術アカデミー		ファイナンス教授		
エジブト	
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David Pitt-Watson
インフレクション・ポイント・キャピタル・マネジメント	

上級戦略顧問、英国
Murilo Portugal

ブラジル銀行協会 会長、ブラジル
Julian Poulter

アセット・オーナー・ディスクロージャー・プロジェクト
CEO、英国

Dr. Atiur Rahman
前バングラデシュ中央銀行総裁	

ダッカ大学		経済学教授	
バングラデシュ

Chitra Ramakrishna
インド国立証券取引所CEO、インド

Fiona Reynolds
マネージング・ディレクター	

責任投資原則（PRI）
Najib Saab

アラブ環境・開発フォーラム 事務局長		
レバノン 

Oyun Sanjaasuren
前モンゴル国家大会議	議員	
前国連環境計画総会	議長	

グローバル・ウォーター・パートナーシップ、モンゴル

Omar Selim
アラベスク	CEO、英国
Richad Soundardjee
ソシエテ・ジェネラル・グループ		
中東地域統括責任者		
ソシエテ・ジェネラル・ドバイ地域CEO	
アラブ首長国連邦
Piet Sprengers
ASN銀行	サステナビリティ部門ヘッド　　　　　　
オランダ
John Streur
カルバート・インベストメントCEO、米国 

末吉竹二郎 
グリーンファイナンス推進機構		
代表理事		
日本
Dr. Lars Thunell
アフリカ・リスク・キャパシティ保険	（ARC Ltd）会長
Alex Thursby
アブダビ国立銀行 CEO、アラブ首長国連邦
Gerald Walker
アイエヌジーバンク（英国、アイルランドおよび中東）	
ホールセールバンキングCEO、英国

講演者（確定・続）
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1日目  -   10月25日（火）

開会式
09:00 - 09:30 開会式では、ラウンドテーブルの後援者、主催者、議長が、地域の伝統的なお料理やアートと

共に出席者の皆様をお迎え致します。

本会議 1

新たな機会と可能性、持続可能性を促す金融

09:30 - 10:30 2015年の持続可能な開発目標とパリ協定では、金融業界が持続可能で気候レジリエントな
開発のための変化を加速させる媒体になる必要があることが明らかになりました。新しい開
発アジェンダには、新しい考え方とそれに応じた新しい取り組み方が必要になります。官民、
市民社会と国連の視点持ち込み、この本会議では新しい資金調達のアプローチに向けた道
筋を解明すると共に、参加者の皆様に今日の持続可能な金融における非常にチャレンジン
グな問いを投げかけます。

本会議 2

多様な価値観を経済的価値に : グリーンイスラム金融

11:00 - 12:00 イスラム市場（イスラム教徒が大多数を占める市場）は、7兆米ドル相当のGDPを持ち、そこ
では16億人以上の人々が暮らしています。シャリアに準拠した資産は、2014年の終わりには
1.8兆米ドルで、さらに、2020年までには3兆米ドルを超えることが予想されています。現行の
イスラム金融が始まって以来40年の間、利子、不確実性、また、禁止されている事業分野の
回避などイスラムの戒律に準拠した金融サービスを顧客に提供する上で多くの努力が図ら
れてきました。多くのイスラム金融機関が未だ意思決定プロセスに環境への影響を組み込ん
ではいないものの、特に若年層の消費者や多くのステークホルダーなどからは、ネガティブ・
スクリーニングを超えたより広範な取り組みに対する強い要請に直面しています。環境の持
続可能性に焦点を当てることは、単にイスラムの戒律を守ることのみならず、シャリアが目指
すより広い社会的目標の達成をけん引する重要な要素でもあるとステークホルダーらは指
摘します。この本会議では、広義での環境面における持続可能性の概念と最も整合的である
イスラム金融の分野に焦点が当てられ、また、グリーンイスラム金融の事例が紹介されるなど、
持続可能性に着目している金融機関は新たな知見を得ることができます。

プログラム
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強靭で持続可能なビル・建物　　　　　　　　
および都市建設

新しいグローバルアジェンダは、都市やビル・建
物の開発計画、設計および建設方法に大きな変
化を必要とします。こうした状況の変化は、金融
が牽引役であると同時に、新しい機会や新しい
金融手法をも生み出しています。この個別会議
のパネリストは、エネルギー、ビル・建物、および
自治体の生産・開発あるいは管理方法の現場で
おいてどのような変化が起きているのかを明ら
かにし、銀行、投資家、保険会社のための洞察を
提供します。

 
金融の脱炭素化

パリ協定は、各国が脱炭素化と気候レジリエン
スに向けた経済的な道筋を示すことを約束する
グローバルな体制を確立しました。この個別会
議では、このような前例のない世界経済におけ
る脱炭素化の努力が世界の金融市場に一体ど
のような影響を与えるのか？さらに、円滑かつ確
固たる方法による低炭素経済の移行は、金融機
関、顧客、投資先、政策当局とのいかなる協力に
より可能になるのか？という二つの疑問を取り
上げます。

1日目  -   10月25日  -  続き.. . 

個別会議  1  & 2 
13:00 - 14:15

金融テクノロジーと　　　　　　　　　　　　
持続可能な開発

昨今の技術革新は、新しいビジネスモデルの開
発あるいは既存のビジネスモデルへの挑戦に拍
車をかけています。これらの新しい潮流は、持続
可能な開発と金融のにおいてもプラスとマイナ
ス両方の意味を持ち得ます。この個別会議では、
新しい金融テクノロジーが現在そして今後数年
間にわたって持続可能性に関する課題にどのよ
うな意味を持つのかという点に焦点を当てます。
そうした点に関する現在のトレンドや新しい手
法については、社会や環境に影響を与える高速
取引、ソーシャルメディア、ブロックチェーンやピ
ア・ツー・ピア融資に至る金融へのアクセス（ファ
イナンシャル・インクルージョンあるいは金融包
摂）の領域での研究が進んでいます。

環境に配慮した　　　　　　　　　　　　　
アセットクラスの開発と投資

生態系および生物多様性が実体経済に価値を
提供するものであり、それらが新しいアセットク
ラスとなりつつあることが次第に明らかになって
きました。この個別会議では、生態系および生物
多様性の価値を定量化すること、そして金融に
おいてそうした新しい考え方を活用する上での
最先端の研究・調査活動に関する情報を共有し
ます。この分野における専門性を問わず多くの
方々を対象として、導入部分に続き、掘り下げた
内容も取り上げつつ、銀行、投資家、保険会社の
ための実用的なアイデアを提供し、新たに出てく
る疑問や課題を明らかにします。

個別会議 3  & 4 
14:15 - 15:30

本会議 3

転換への勢い： 持続可能な金融システムに関する 
政策、規制・監督当局の体制 

16:00 - 17:00 世界各国の政策立案者の中で、金融規制・監督当局は、持続可能な開発を可能とする金融シ
ステムへの移行を支援するような政策や規制、基準を策定してきました。これらには、中央銀
行、財務省、証券取引所などが定めた情報開示要件、信用格付け、上場基準、インデックスが
含まれます。この個別会議では、なぜ、また、いかにしてこうした変化が起きているのか、将来
どのような変化が起きると考えられるのかを検討します。
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2日目  -   10月26日（水）

ライトニング・ラウンド：持続可能な金融のための画期的なアイディアやツール

08:30 - 09:30 ひらめきから始まる一日。ここでのプレゼンテーションは、金融が持続可能性に関わる課題
の解決に役立つような画期的なアイディアやツールを紹介します。

テーマ

不動産を通じた持続可能性へのファイナンス

省エネ・エネルギー効率化ファイナンス

気候変動緩和のためのファイナンス

気候変動適応のためのファイナンス

干ばつリスクの測定

本会議 4

リスクからパフォーマンスへ、ポジティブ・インパクト

09:30 - 10:30 グリーンで包括的な世界経済を達成する、あるいは持続可能な開発目標の実現過程におい
て、低炭素、気候レジリエントな経済への移行段階における金融セクターの役割は何でしょう
か？「持続可能な金融」または「サステナブル・ファイナンス」という概念が生まれて以来およ
そ25年、政策立案者のみならず金融機関にとっても、持続可能性が戦略に関連する問題であ
るとの認識がますます高まっています。サステナビリティ関連のパフォーマンスとそれらがポ
ートフォリオに与える影響は、全体的なパフォーマンスにも関係しています。今日直面する数
々の課題への対応を迫られるにつれ、金融業界はそれらにいかに対処し貢献できるのでしょ
うか？この個別会議では、民間金融機関が、より広い民間企業と連携し、持続可能な経済の
設計や達成に積極的に取り組む主体となることがリスク管理の上でも成長においても一つ
の大きな戦略となってきている重要な岐路にあることを示します。
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ポジティブ・インパクト金融:  
SDGSのための新しい金融アプローチ

本会議4はポジティブインパクト金融への導入と
なります。ポジティブインパクト金融とは、経済・
社会・環境の面で潜在的なマイナスの影響が十
分に認められなおかつそれらが緩和される場合
に、検証可能な形でさらにプラスの影響を生み
出す金融です。この個別会議での双方向のコミュ
ニケーションにおいては、この新しいアプローチ
を前進させる方法について掘り下げます。論点
は以下のようなものです。
•	 ポジティブインパクト金融にはどのような原則
が策定されるべきか？

•	 このアプローチによる資金調達を開始すること
でどのような機会が生まれるのか？
•	 ポジティブインパクト金融を成功させるために
どのような制度を整備する必要があるか？

 
持続可能な証券取引所

企業や金融機関による持続可能性への配慮を
促すことを約束した持続可能な証券取引所イニ
シアティブは、発足以来、世界の50以上の証券取
引所を動員するまでに成長しました。中でも中東
と北アフリカの証券取引所は、当該地域の企業
の環境、社会、ガバナンスのパフォーマンスを向
上させるための重要な役割を担っています。投資
家、企業、その他の主要な市場参加者の情報共
有の場として機能し、持続可能な開発の促進、気
候目標の達成、規制当局や政策当局への関与に
より透明性が高く低炭素で持続可能な経済に向
けた金融市場の移行を後押しする大きな可能性
があります。
•	 持続可能な開発目標を軸に、資本市場を通じ
て持続可能な開発を促すための主要な課題と
機会は何か？

•	 地域において、持続可能な金融市場のより一
層の発展を支援するために証券取引所が行っ
ていることは何か？
•	 既存のベストプラクティスをさらに強化するた
めの地域や国の政策の選択肢にはどのような
ものがあるか？
•	 政策当局、規制・監督当局、投資家、企業およ
び地域での協力体制が取るべき次のステップ
は何か？また、各主体の主要な役割とは何か？

 2日目  -  10月26日  -  続き.. . 

個別会議  5  & 6
11:00 - 12:15
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サステナビリティ情報の開示

市場参加者の透明性と説明責任は、商業的な目
的と社会的な目的がいかに整合的であるかを
評価し、かつそうした整合性を高める上での鍵
となります。測定することで、行動し、進行状況を
追跡することができるようになります。過去10年
間、実体経済における企業のESG情報開示の進
歩と基準化は自主的および規制の両方において
驚異的な進展が見られました。しかし金融機関
のESG関連の影響やリスク・エクスポージャーな
ど、未だに明らかになっていない点もあります。こ
の個別会議では気候関連財務ディスクロージャ
ー・タスクフォースの主導により、金融業界のにお
けるESG情報開示の必要性、実現可能性、基準
化を検討します。

 
エネルギー、水、食料

エネルギー、水、食料は、リスクをもたらすと同時
に機会でもあることから、経済・金融に重大な影
響があります。それらはまた、非常に複雑な相互
連関性があるため、金融の意思決定においては
それらを同時に考慮することが非常に重要になり
ます。この個別会議では、エネルギー、水、食料に
関わる問題に対処しようとしているいくつかの示
唆に富むイニシアチブとアプローチを共有し、金
融機関がこれらの3つ問題に体系的に対処する
方法を参加者と共に模索します。

 2日目  -  10月26日  -  続き.. . 

個別会議  7  & 8
13:15 - 14:30

本会議 5

持続可能な金融の未来

15:00 - 16:30 金融の世界は、急速に変化する世界からの要請に応じて刻々と変化しています。GRTでは、
多くの既存および新しい取り組みやトレンドが紹介されます。最後の本会議では、私たちが
望む変化と、それらの変化に求められる金融機関、規制・監督当局、各国政府、市民社会の行
動を改めて強調します。

閉会式

16:30 - 17:00 閉会式ではこの会議での成果をまとめた上で、サステナブルファイナンス進展のために必要
となる次のステップや将来の催しについて明らかにします。


