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Integrating the UN SDGs into investment: from 
aspiration to practice 

シンポジウム 

国連 SDGs に結びつく投資：計画から実現まで 
Grand Hyatt Tokyo, Japan 

Wednesday 29th March 2023 
 

日時：2023年 3月 29日（水） 

会場：グランド ハイアット 東京  

 
IN PARTNERSHIP WITH:  

Principles for Responsible Investment (PRI) and ClientEarth 
共催 

PRI（Principles for Responsible Investment）およびクライアントアース 
 
 
Adopted in 2015, the UN Sustainable Development Goals (SDGs) were defined as a universal 
roadmap for achieving a sustainable and inclusive future by 2030. They encompass 17 global 
goals, ranging from tackling climate change to the elimination of hunger.  
 
2015 年に採択された国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030 年までに持続可能で

インクルーシブな未来を実現するための普遍的なロードマップです。気候変動への取り組み

から飢餓の撲滅に至るまで、国際的に重要な 17 つの目標で構成されています。 

 
How should investors think about the SDGs across asset allocation, portfolio management, risk 
analysis, and stewardship and engagement? Can they make a positive contribution to the 
realisation of the goals and if so, how? How can they ensure alignment with the global goals 
across different asset classes given the paucity of high-quality data? What emerging tools and 
datasets could support the integration of SDGs into investment decisions? What are the pros 
and cons of these different approaches and do they shed light on the future capabilities that 
might emerge for investors? And finally, what role, if any, do financial regulators have to play 
in supporting the adoption of SDG-aligned practices in investment? 
 
投資家たちは資産配分、ポートフォリオ運用、リスク分析、スチュワードシップ責任とエン

ゲージメント対談において、SDGs をどのように捉えるべきでしょうか？投資家は SDGs の実

現に貢献することはできるのでしょうか、また、できるとすればどのような方法が望ましい
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のでしょうか？質の高いデータが少ない中、どのようにして異なるアセットクラス（資産分

類）間で SDGs との整合性を確保できるのでしょうか？SDGs を投資判断に組み込むためには、

どのような新しいツールやデータセットが効果的でしょうか？これらの多様なアプローチに

は、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか？またそれらのアプローチは、投

資家にとって将来的に必要となってくる能力について、どのような示唆を与えているのでし

ょうか？最後に、SDGs に結びつく投資を促すにあたり、金融当局が果たすべき役割があると

すれば、それはどのようなものでしょうか？ 

 
Leading international experts will explore these topics during an afternoon event in Tokyo on 
Wednesday 29th March followed by a networking reception. The event is organised by the 
University of Oxford, together with the UN Principles for Responsible Investment and 
ClientEarth.  
 
これらのテーマについて考えるシンポジウムを、来る 3 月 29 日（水）に東京都内で開催しま

す。日米欧の第一線で活躍する専門家が講演を行い、その後、交流の機会となる懇親会も開

かれます。 

本イベントは、オックスフォード大学主催で、PRI（Principles for Responsible Investment）

およびクライアントアース（ClientEarth）の協力により開催します。 
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Agenda 
プログラム 

14:15 – 14:45  Registration  
 
 受付 
  
14:45 – 15:00 Welcome and Introductions 

Dr Alex Money, Director, Innovative Infrastructure Investment Programme, Oxford Sustainable 
Finance Group (OxSFG) 
 
開会挨拶、スピーカー紹介 
アレックス・マネー博士（オックスフォード・サスティナブル・ファイナンスグループ  イノ

ベーティブ・インフラストラクチャー・インベストメント ディレクター） 
 
15:00 – 16:15 Session I: SDGs and investment practice: frontiers and challenges 

In this session we will critically examine the opportunities and challenges of integrating the 
SDGs into practice, and what can be done to accelerate implementation, including the role of 
regulation and public data initiatives.  
 
Chair: Dr Alex Money, Director, Innovative Infrastructure Investment Programme, Oxford Sustainable 
Finance Group (OxSFG) 
 
Speakers:  
Michiyo Morisawa, Senior Lead, UN PRI 
Hideki Takada, Director for Strategy Development, Financial Services Agency, Government of 
Japan 
Chie Mitsui, Senior Researcher, Nomura Research Institute   
Kenji Shiomura, Chief Strategist & Head of ESG Team, Government Pension Investment Fund 
(GPIF)  
Sean Tseng, Legal Consultant, ClientEarth 
 
 
セッション I: SDGs と投資実務: フロンティアと課題  
このセッションでは、SDGs を実践に取り⼊れるために開かれている機会やそれにまつわる課
題に加え、規制や公共データの役割など、サスティナブル・ファイナンスの実施を加速させる
ために何ができるかについて、詳細に検討します。 
 
司会： アレックス・マネー博士（オックスフォード・サスティナブル・ファイナンスグルー

プ  イノベーティブ・インフラストラクチャー・インベストメント ディレクター） 
 
スピーカー（敬称略）： 
森澤 充世（PRI シグナトリー・リレーションズ シニアリード） 
高田 英樹（金融庁 総務政策局総合政策課長） 
三井 千絵（野村総合研究所 主任研究員） 
塩村 賢史（年金積立金管理運用独立行政法人 投資戦略部次長 チーフストラテジスト. 兼 市場
運用部次長 ESGチーム・ヘッド）(招待済み） 
ショーン・ツェン（クライアントアース リーガルコンサルタント） 
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16:15 – 16:45 Tea and Coffee 
 

休憩 
 
16:45 – 18:00 Session II: Realising implementation: case studies of alignment 

In this session we will explore case studies of how organisations have implemented the SDGs 
into investment practice. What lessons do these provide and do they provide a roadmap for 
others? 
 
Chair:  Akane Enatsu, Head, Nomura Research Center of Sustainability,  Nomura Institute of 
Capital Markets Research 
 
Speakers:  
Takeshi Kimura, Special Advisor to the Board, Nippon Life Insurance 
Berenice Lasfargues, Sustainability Integration Lead, BNP Paribas Asset Management 
Lise Pretorius, Head of Sustainability Analysis, Matter 
Dr Alex Money, Director, Innovative Infrastructure Investment Programme, Oxford Sustainable 
Finance Group (OxSFG) 
Hiroyuki Nomura, Head of Investment Planning Dept., Japan Post Insurance  

 
 
セッション II: 社会導⼊の実現：整合性に関する事例紹介 
このセッションでは、企業が SDGs をどのように投資実務に取り⼊れたか、いくつか
の事例について検討します。これらの事例がもたらす教訓や、それらが他の企業にと
ってのロードマップとなりうるのかについて取り上げます。 
 
司会：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⻑) 
 
スピーカー（敬称略）： 

 木村 武 (日本生命保険相互会社 執行役員) 
ベレニス・ラスファルグ（BNP パリバ・アセット・マネジメント社 サスティナビリティ・イ
ンテグレーション・リード） 

 リセ・プレトリウス（マター社 サスティナビリティ分析責任者） 
アレックス・マネー博士（オックスフォード・サスティナブル・ファイナンスグループ  イノ

ベーティブ・インフラストラクチャー・インベストメント ディレクター） 

野村 裕之（日本郵政グループ かんぽ生命保険 運用企画部長） 
 

 
18:00 – 19:30 Networking drinks reception 

18:00 ‒ 19:30 懇親会


