
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               登壇者 / スポンサー及びパートナー /  ご登録 

UNEP FI は、DB Insurance および RepRisk からの支援を受けて、2021 年 6月 1日～3 日に、アジア太平洋地域における持

続可能な金融に関する地域円卓会議をバーチャルイベントとして開催致します。このバーチャルイベントは、当地域において低炭

素で包摂的かつ持続可能な未来へと移行しつつ、グリーン回復の課題と機会に積極的に取り組むための野心的で責任ある持続可能

な戦略を構築する上で、銀行、保険、投資の役割を定義するのに役立つ内容を皆様で共有いただく場となります。 

世界主要 5 地域におけるサステナブルファイナンスに関するイベントシリーズの一部であるアジア太平洋地域ラウンドテーブル

は、ESG の世界的なトレンドを作る同業他社やサステナブルファイナンスの関係者に対して、アジア太平洋地域における最先端の

取り組みを示すための重要な機会です。この地域ラウンドテーブルは隔年で開催されているものです。今年は「アジア太平洋地域

におけるサステナブルファイナンスの加速」をテーマに、700 名を超える金融の専門家を迎え、ネット・ゼロ・トランジション、

SDGs、ブルー経済への金融、環境賠償責任保険などに関する最先端の考え方を共有することで、先進的な市場慣行への理解を深

めることを目的としています。このラウンドテーブルではまた、「投資ポートフォリオと不動産のための UNEP FI インパクト分析

ツール」や「不動産のための気候変動の物理的リスクに関する調査」の公表も予定されています。 

 プログラム 

                               1 日目 

ジュネーブ - 08:00  

バンコク- 13:00 

北京- 14:00  

東京/ソウル - 15:00 

開会の挨拶 

 

• エリック・アッシャー (UNEP FI 代表) 

ジュネーブ - 08:10 

バンコク - 13:10 

北京 14:10 

東京/ソウル - 15:10 

アジア太平洋地域における持続可能な金融の推進 

 

• ジャッキー・ジョンソン(インシュアランスオーストラリアグループ気候変動と持続可能性に関するア

ドバイザー兼オーストラリア持続可能な金融イニシアティブ(ASFI)共同議長、UNEP FI グローバル運

営委員会共同議長) 

• シボハン・トゥーヒル(ウェストパック銀行 UNEP FI 共同議長兼サステナビリティ本部長) 

• エドワード・モンクリー(HSBC Life International CEO 兼 PSI 理事） 

アレキサンドラ・ミハイルエスコ・シチョン(RepRisk セールス・マーケティング担当ヴァイスプレ

ジデント) 

• モデレーター: 安井友紀(UNEP FI アジア太平洋地域コーディネーションマネジャー) 

ジュネーブ - 09:00 

バンコク- 14:00 

北京 - 15:00 

東京/ソウル - 16:00 

韓国におけるネットゼロ移行への資金調達 

 

• デー・ウーン・リム（UNEP FI 韓国コーディネーター） 

• サンハイン・パーク (新韓フィナンシャルグループ ヴァイスプレジデント) 

• ハイ・ソーク・ムーン (KB 金融グループ ESG 部門上級管理職) 

https://www.unepfi.org/events/unep-fi-regional-roundtable-for-asia-pacific-speakers/
https://www.unepfi.org/events/unep-fi-regional-roundtable-for-asia-pacific-sponsors-and-partners/
https://www.eventbrite.co.uk/e/unep-fi-regional-roundtable-asia-pacific-2021-tickets-147748125621
https://www.unepfi.org/events/regions-events/asia-pacific-events/regional-roundtable-asia-pacific-2021/


                              2日目 

ジュネーブ- 04: 00  

バンコク - 09:00       

北京- 10:00              

東京/ソウル - 11:00 

不動産に対する気候変動の物理的リスクへの対応 

 

• ジム・クレイトン ( - Director and Timothy R. Price Chair, Brookfield Centre in Real Estate & 

Infrastructure )-ブルックフィールド・センター不動産・インフラ部門 ディレクター兼ティモシー・

R・プライス理事長 

• マービン・タング (フィッチ・レーティングス社サステナブル・ファイナンス部門 ESG リサーチ・グ

ローバル・ヘッドシニアディレクター) 

• カルロス・サンチェス社 (ウィリス・タワーズ・ワトソン気候レジリエンス金融担当ディレクター) 

• モデレーター: マシュー・ウルテリノ (UNEP FI 不動産ワーキンググループコーディネーター) 

ジュネーブ - 08:00 

バンコク- 13:00 

北京- 14:00 

東京/ソウル - 15:00 

運用ポートフォリオと不動産のインパクト分析:新しいツールの紹介 

 

• 小木崇広 (野村不動産投資顧問 ESG マネジャー) 

• アンジェラ・ウィベック(UBS ソサイエティ・プログラム・オフィスヘッド) 

• ヤニ・マエンパ (LHV 銀行アナリスト) 

• イバン・ロドリゲス (ブリッジズ・ファンド 不動産管理 サステナビリティ・ディレクター) 

• モデレーター: カリーン・アブ (UNEP FI ポジティブ・インパクト・リード) 

ジュネーブ - 09:00 

バンコク- 14:00 

北京- 15:00 

東京/ソウル - 16:00 

加速する日本の SDGsファイナンスとその未来像（日本語） 

 

• 江夏あかね (野村資本市場研究所 野村サステナビリティ研究センター長) 

• 金井司 (三井住友トラスト・ホールディングス フェロー役員 兼 チーフ・サステナビリティ・オ

フィサー) 

• 角田真一 (みずほ銀行 企業戦略開発部サステナブル・ビジネス推進室 室長) 

• モデレーター: 安井友紀 (UNEP FI アジア太平洋地域コーディネーションマネジャー) 

                       3 日目 

ジュネーブ- 04: 00   

バンコク - 09:00          

北京- 10:00 

東京/ソウル - 11:00 

新たな 10年間の海洋金融の方向性:持続可能なブルー経済＆ファイナンス 

 

• マーガレット・クーロー (WWF 金融慣行部門リーダー) 

• フランシス・チェン (中国興業銀行) 

• メリッサ・ウォルシュ(アジア開発銀行(ADB)オーシャン金融イニシアティブプログラム・マネージャ

ー) 

• 稲田光野 (東京海上日動火災保険株式会社 経営企画部サステナビリティ室 次長）  

• モデレーター: デニス・フリッチ (UNEP FI ブルーエコノミーファイナンスイニシアティブコーディ

ネーター) 

ジュネーブ - 08:00

バンコク- 13:00 

北京- 14:00 

東京/ソウル - 15:00 

環境賠償責任保険に関する調査 中間報告 

 

モデレーター: ブッチ・バカニ (UNEP「持続可能な保険のための原則(PSI)」プログラムリード) 

ジュネーブ - 09:00

バンコク- 14:00 

北京- 15:00 

東京/ソウル - 16:00 

国連生物多様性会議(CBD COP 15)に関連した金融テーマ 

 

• ディチェン・ツァーリン(UNEP アジア太平洋地域局長) 

• モデレーター:ジェシカ・スミス (UNEP FI 生態系プログラムリード) 

以上。 


