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※順不同。所属の記載に関わらず、本ネットワークには個人の立場で参加いただいております。

※所属・部署・役職については、最新の記載に更新されていない場合があります。

所属 部署・役職

＜発起人＞

末吉竹二郎 UNEP FI特別顧問／気候変動イニシアティブ代表

玉木林太郎 国際金融情報センター理事⾧（元OECD事務次⾧）

＜事務局⾧＞

高田英樹 金融庁総合政策局総合政策課⾧（元内閣官房気候変動対策推進室総括参事官・元OECD環境局上級政策分析官）

＜中央省庁＞

鈴木秀生 外務省 駐チェコ共和国日本国大使

石垣友明 外務省 在米国日本大使館　公使（議会担当）（元外務省気候変動課⾧）

孫崎馨 外務省 国際連合日本政府代表部社会部⾧・公使

大高準一郎 外務省 国際協力局気候変動課⾧

前田雄大 外務省 国際協力局気候変動課課⾧補佐

西村治彦 環境省 地球環境局総務課⾧

永田綾 環境省（京都市出向中） 地球温暖化対策室エネルギー政策部⾧

菅生直美 環境省 環境経済課課⾧補佐

山本佳代 環境省 環境専門調査員

松田幸子 環境省

近藤慎吾 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室　室⾧補佐

中山元太郎 環境省（人事院出向中） 人事院公務員研修所

今井亮介 環境省 環境経済課　環境金融推進室室⾧補佐

水野紗也 環境省 環境経済課課⾧補佐

多田悠人 環境省 環境経済課



池田賢志 金融庁 保険課⾧／チーフ・サステナブル・ファイナンス・オフィサー

桑田尚 金融庁 総合政策局総合政策課　総合政策企画室⾧

朝倉利恵 金融庁 総合政策局国際室・リスク分析総括課

池田友理 金融庁 総合政策局総務課国際室課⾧補佐

福岡恵美 金融庁 総合政策局総合政策課課⾧補佐（サステナブルファイナンス）

高橋沙織 金融庁 総合政策局総合政策課国際室課⾧補佐

小崎亜依子 金融庁 総合政策局総合政策課課⾧補佐（サステナブルファイナンス）

坂巻綴 金融庁 総合政策局総務課国際室国際政策管理官

西田勇樹 金融庁 総合政策局総合政策課サステナブルファイナンス室⾧

安達ゆり 金融庁 総合政策局総合政策課資産運用高度化室⾧

高科淳 経済産業省 観光庁審議官（前資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部⾧）

平井麻裕子 経済産業省 経済産業研究所　研究コーディネーター

藤澤可南子 経済産業省 産業技術環境局国際標準課課⾧補佐

木田有香 経済産業省（外務省出向中） 在イラン日本国大使館経済班・二等書記官

針谷達矢 経済産業省 産業技術環境局国際標準課

尾崎洸 経済産業省 産業技術環境局基準認証政策課課⾧補佐

齋藤健 経済産業省 製造産業局自動車課課⾧補佐

松井信衞 経済産業省 資源エネルギー庁⾧官官房総務課需給政策室総括係⾧

森川恵菜 経済産業省 資源エネルギー庁⾧官官房国際課係⾧

中野麻里奈 経済産業省 環境政策課

杉原裕子 経済産業省 産業技術環境局地球環境連携室

井上文 経済産業省 通商政策局通商機構部参事官補佐

小川幹子 経済産業省 製造産業局国際プラント・インフラシステム・水ビジネス推進室⾧（併）通商室⾧

伊藤 希 経済産業省 環境経済室

南亮 経済産業省 資源エネルギー庁首席国際カーボンニュートラル政策統括調整官

小林健太郎 経済産業省 環境経済室

井上峰人 経済産業省 環境経済室 環境金融企画調整官

関根友里 経済産業省 環境経済室 室⾧補佐



小林正典 国土交通省 都市局総務課⾧

大内聡 財務省（産業革新機構出向中） 産業革新機構取締役CFO

河西修 財務省 関税局総務課⾧

和佐健介 財務省（中曽根平和研究所出向中） 中曽根平和研究所　主任研究員

徳岡喜一 財務省（IMF出向中） ＩＭＦシニアエコノミスト

城田郁子 財務省 国際局 G7財務大臣中央銀行総裁会議政策企画事務局

向井豪 財務省（GEF出向中） ＧＥＦ（地球環境ファシリティ）審議役

池田洋一郎 財務省 国際局国際調整室⾧

今岡植 財務省 主税局調査課課⾧補佐

鈴木宏和 財務省（JBIC出向中） 国際協力銀行ロンドン駐在員事務所

島貫まどか 財務省 主税局税制第一課課⾧補佐

髙岡祐也 財務省 国際局為替市場課課⾧補佐

中村智明 財務省 大臣官房文書課上席広報専門官

高橋慶子 財務省 国際局地域協力課企画官

横田美香 農林水産省 経営局就農・女性課⾧

三浦寛子 農林水産省 食品産業環境対策室課⾧補佐

島村知亨 農林水産省 東海農政局（消費・安全部⾧）

中西唯衣 農林水産省 農林水産技術会議事務局研究推進課課⾧補佐（先端技術実装班）

中島絵里子 農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室地球温暖化対策班係⾧

坂本修一 文部科学省（内閣府出向中） 内閣府科学技術・イノベーション事務局事務局⾧補

＜地方自治体＞

田尻貴裕 東京都 戦略政策情報推進本部戦略事業担当部⾧

伊丹佑介 東京都 戦略政策情報推進本部特区・戦略事業推進課統括課⾧代理

＜金融機関＞

須河内浩二 大阪商工信用金庫 資金運用部

大町興二 シティグループ証券 資本市場本部マネジングディレクター



安達薫 シティグループ証券 資本市場統括本部デット・シンジケートディレクター

河野愛 商工組合中央金庫（財務省出向中） 財務省大臣官房総合政策課

藁品和寿 信金中央金庫

平田みずほ 新生銀行 プロジェクトファイナンス部

島本幸治 ソシエテ・ジェネラル証券 代表取締役社⾧

内田勇輔 ソシエテ・ジェネラル証券 金融商品開発部　クレジット／ESG／ファイナンス商品責任者

増岡宏和 農林中央金庫 総合企画部サステナブル経営室部⾧代理

牛尾久美 農林中央金庫

吉成亮彦 野村證券 デット・キャピタル・マーケット部次⾧　ESG債担当

竹綱宏行 野村證券

神園龍一 福岡銀行 産業金融部サステナビリティ推進グループ

水谷高 芙蓉総合リース 経営企画部CSV推進室

土肥良一 芙蓉総合リース 経営企画部（ＣＳＶ推進担当）

平野 裕子 みずほフィナンシャルグループ 戦略企画部サステナビリティ推進室⾧

玉井美記 みずほフィナンシャルグループ 戦略企画部サステナビリティ推進室調査役

及川 智明 みずほ銀行 ストラクチャリング第一部部⾧

平林友子 みずほ銀行 ストラクチャリング第一部参事役

佐藤弘一 みずほ銀行 ストラクチャリング第一部コーポレート第二チーム

山下 晃正 みずほ銀行 不動産ファイナンス営業部調査役

池田 幸史 みずほ銀行 証券部調査チーム部⾧代理

角谷響子 みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイナンス営業部グローバル環境室

鈴木萌 みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイナンス営業部グローバル環境室

延方弘樹 みずほ銀行 不動産ファイナンス営業部調査役

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

勝田孝佑 みずほ銀行 コーポレート・インスティテューショナル業務部クライアント・カバレッジ推進チーム

伊井幸恵 みずほ銀行 コーポレート・インスティテューショナル業務部サステナビリティチーフストラテジスト

森下修 みずほ証券 サステナビリティ推進部⾧

香月 康伸 みずほ証券 サステナビリティ戦略開発室 SDGsプライマリーアナリスト



鈴木 脩 みずほ証券 引受審査部

和田正嗣 みずほ証券 サステナビリティ戦略開発室 アシスタントヴァイスプレジデント

笹嶋佐知子 みずほ証券 グローバル戦略部　産官学連携室　ディレクター

小池圭吾 みずほ証券 サステナビリティ推進部　ディレクター

柴崎健 みずほ証券 グローバル戦略部　産官学連携室⾧

田坂康浩 みずほ証券 経営企画部　ディレクター

山口敦之 みずほ証券 サステナビリティ推進部　副部⾧

山森直樹 みずほ証券 格付アドバイザリーチーム⾧／チーフ格付アドバイザー

橋本康郎 みずほ証券 サステナビリティ戦略開発室 アシスタントヴァイスプレジデント

工藤禎子 三井住友フィナンシャルグループ グループCRO

不破琢渡 三井住友銀行 サステナビリティ企画部

井田瑞 三井住友銀行 サステナビリティ企画部

加藤友秀 三井住友銀行 投融資企画部　環境社会リスク管理室⾧

白木俊志 三井住友銀行 投融資企画部　環境社会リスク管理室　副室⾧

富岡典久 三井住友銀行 投融資企画部　環境社会リスク管理室　グループ⾧

チヴァース陽子 三井住友銀行 サステナブルソリューション部　部⾧

齋藤涼介 三井住友銀行 米州戦略統括部 サステナビリティグループ 部⾧代理

金井司 三井住友信託銀行 フェロー役員兼チーフ・サステナビリティ・オフィサー

大津賢 三井住友信託銀行 法人企画部企画グループ企画チーム⾧

三澤伸太朗 三井住友信託銀行 企業金融部調査役

有田卓也 三井住友信託銀行 ストラクチャードファイナンス部主管

大塚智之 三井住友信託銀行 企業金融部オリジネーションチーム⾧／ESGソリューション企画推進室主任調査役

松本千賀子 三井住友信託銀行 ESGソリューション企画推進部⾧

松本泰典 三井住友信託銀行 ESGソリューション企画推進部 企画推進チーム⾧

古野真 三井住友信託銀行 ESGソリューション企画推進部　主任調査役

菅井洋生 三井住友ファイナンス＆リース 不動産統括部⾧

山﨑周 三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部　部⾧（環境社会リスク管理担当）

岡本真由子 三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部調査役



吉崎大紀 三菱UFJ銀行

石川知弘 三菱UFJ銀行 経営企画部渉外室室⾧

銭谷美幸 三菱UFJフィナンシャル・グループ　グループ・チーフ・サステナビリティ・オフィサー　兼　三菱UFJ銀行CSuO

衣笠祥次 三菱UFJ銀行 サステナブルビジネス部環境社会リスク管理グループ次⾧

加藤正裕 三菱UFJ信託銀行 アセットマネジメント事業部責任投資推進室

南里彩子 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 執行役員　ESG推進室担当　兼　広報部⾧

戸田成治 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ESG推進室⾧　兼　広報部次⾧

外山幸子 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ESG推進室　兼　広報部　部⾧代理

荻原正典 モルガン・スタンレーMUFG証券 債券資本市場部⾧　マネージング・ディレクター

岩淵亮 モルガン・スタンレーMUFG証券 債券統括本部グローバルマクロ商品営業部⾧

熊谷美樹 楽天証券 パートナービジネス事業本部 　IFA事業部

伊藤邦明 BNPパリバ銀行 東京支店シニアアドバイザー

中空麻奈 BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部　副会⾧

木畑大輔 BNPパリバ証券 ESGアナリスト

林礼子 BofA証券 副会⾧

大坂仁彦 SMBC日興証券 サステナブル・ファイナンス部⾧

増田進 SMBC日興証券 グローバル・マーケッツ企画担当　執行役員

中村正邦 SMBC日興証券 グローバル・マーケッツ企画部　副部⾧

岩谷賢伸 SMBC日興証券 金融経済調査部　クレジットリサーチ課⾧

浅野達 SMBC日興証券 金融経済調査部　クレジットリサーチ課

河野文化 SMBC日興証券 グローバル・マーケッツ企画部

宮沢陽子

菅野浩之 日本銀行 金融機構局金融高度化センター⾧

⾧谷川圭輔 日本銀行 政策委員会室総務課⾧

芝川正 日本銀行 金融機構局国際課

稲葉圭一郎 日本銀行（一橋大学院出向中） 一橋ビジネススクール国際企業戦略特任教授

＜開発金融機関＞



武藤めぐみ 国際協力機構（JICA） 上級審議役

谷口肇 国際協力機構（JICA） 財務部市場資金課⾧

濱野聡 国際協力機構（JICA） 審査部投融資審査課　企画役

佐藤勉 国際協力銀行（JBIC）（名古屋大学出向中） 大学院環境学研究科社会環境学専攻　招へい教員

天野辰之 国際協力銀行（JBIC） 調査部⾧

田中泰生 国際協力銀行（JBIC） サステナビリティ統括部第１ユニットユニット⾧

根本政毅 国際協力銀行（JBIC） サステナビリティ統括部第１ユニット調査役

能登原健太 国際協力銀行（JBIC） サステナビリティ統括部第１ユニット

林郁 国際協力銀行（JBIC） サステナビリティ統括部第2ユニットユニット⾧

宝蔵花穂 国際協力銀行（JBIC） サステナビリティ統括部第2ユニット

平田智之 国際協力銀行（JBIC） パリ駐在員事務所首席駐在員

吉田千紘 国際協力銀行（JBIC） ニューヨーク駐在員事務所駐在員

木曽美由紀 国際協力銀行（JBIC） インフラ・環境ファイナンス部門　社会インフラ部第４ユニット

矢野裕子 国際協力銀行（JBIC） 執行役員　企画部門サステナビリティ統括部⾧

宮川暁世 日本政策投資銀行 シンジケーション・クレジット業務部⾧

竹ケ原啓介 日本政策投資銀行 設備投資研究所エグゼクティブフェロー

＜投資家・企業等＞

住谷貢 アクサ生命 取締役・執行役　CFO

井上雅允 住友生命 運用企画部運用調査室

田中淳一 住友生命 運用企画部　責任投資推進部⾧

甲斐章文 第一生命ホールディングス 経営企画ユニット⾧

堀川耕平 第一生命 運用企画部⾧

三上利紀 第一生命 運用企画部 運用調査室⾧

岡崎健次郎 第一生命 責任投資推進部⾧

本多勇一 第一生命 責任投資推進部 責任投資企画室⾧

石井博子 第一生命 総合審査部⾧

本多勇一 第一生命 責任投資推進部 責任投資企画室⾧



藤田ゆり子 第一生命 債券部 国内社債課⾧

平林大 第一ライフ・インターナショナル（ヨーロッパ）

栗栖利典   日本生命 ESG投融資推進部⾧

松下 仁 日本生命 ESG投融資推進担当部⾧

池田慧   日本生命 ESG投融資推進専門部⾧

徳重 亨 日本生命 ESG投融資推進担当課⾧

池上裕香   日本生命 ESG投融資推進担当課⾧

齋藤 悠樹 日本生命 ESG投融資推進担当主任

平 裕一 日本生命 ESG投融資推進担当主任

山本朋弥  日本生命 関連事業部関連事業課⾧

井上隼輔 日本生命 調査部担当課⾧

高石裕介  日本生命（出向中） 商品企画開発部商品企画課⾧

今真一郎  日本生命 財務企画部担当課⾧

鈴木彰吾 日本生命

高瀬俊史 日本生命

北川涼介 日本生命

岡田晃 マニュライフ生命保険 執行役員　シニア・マネージング・ディレクター　資産運用部⾧

⾧村政明 東京海上日動火災保険 フェロー・経営企画部専門部⾧　国際機関対応

高橋由華 東京海上日動火災保険 海上業務部船舶業務グループ副主任

石田力 東京海上日動火災保険 投資運用部オルタナティブ投資グループ次⾧

金井仁 東京海上ホールディングス 事業戦略部部⾧　再生可能エネルギー事業開発グループリーダー

宮崎誠二 三井住友海上火災保険 財務企画部

中谷学 三井住友海上火災保険 財務企画部

佐藤寛巳 三井住友海上火災保険 経営企画部

鳩村和樹 三井住友海上火災保険 金融公務営業推進本部公務開発室

松岡伸輔 三井住友海上火災保険 金融公務営業推進本部公務開発室

⾧瀬昭 AIGジャパン・ホールディングス 執行役員　チーフ・リスク・オフィサー

西川久美 AIGジャパン・ホールディングス 社⾧兼CEO室　チーフ・オブ・スタッフ



北嶋加苗 MS&ADインシュアランスグループホールディングス  三井住友海上プライマリー生命運用審査管理部

山口彩子 MS&ADインシュアランスグループホールディングス  総合企画部

紀幸孝 MS&ADインシュアランスグループホールディングス  総合企画部財務企画室

椎名五郎 MS&ADインシュアランスグループホールディングス  総合企画部

寺崎康介 MS&ADインターリスク総研 サステナビリティグループ

Alex Pui Swiss Re Head Nat Cat and Sustainability

寺沢 徹 アセットマネジメントOne 運用本部責任投資グループ　エグゼクティブESGアドバイザー

神作知宏 アムンディ・ジャパン 取締役副社⾧・マネージングディレクター

近江静子 アムンディ・ジャパン ヴァイスプレジデント・運用本部ESGリサーチ部⾧

有江慎一郎 アムンディ・ジャパン チーフ・インベストメント・オフィサー／運用本部⾧兼債券運用部⾧

藤田泰介 アムンディ・ジャパン Head of Equity Investment

新谷時子 アール・エス・アセットマネジメント 渉外担当部⾧

渋澤健 コモンズ投信 取締役会⾧

大関洋 ニッセイアセットマネジメント 代表取締役社⾧

玉置真郁 ニッセイアセットマネジメント 法人営業部公法人営業室上席営業部⾧

野口加菜 ニッセイアセットマネジメント 機関投資家営業部兼法人企画部法人事務開発室ジュニア・エキスパート

星川麻友子 ニッセイアセットマネジメント 海外営業部シニア・ポートフォリオ・アドバイザー

林寿和 ニッセイアセットマネジメント 運用企画部ESG推進室チーフ・アナリスト

藤井智朗 ニッセイアセットマネジメント 共同チーフ・インベストメント・オフィサー統括部⾧兼ESG推進部部⾧

中村旭 ロッテファイナンシャル General Manager

Andrew Karsh Bay Bridge Ventures Management

大内陽介 Eight Roads Ventures Japan Principal

Stuart Kay GreenPlace Assets

金子正幸 HSBC投信 代表取締役社⾧

岡田千枝 JPモルガン・アセット・マネジメント 金融法人営業部

小林和成 MCPアセット・マネジメント

村松明 Natixis Investment Managers Japan Client Service and Marketing Department

岡田光信 アストロスケール 創業者兼CEO



松山宣弘 アストロスケール 執行役員　CFO

児玉薫 アストロスケール General Counsel

柳田陽子 アサヒホールディングス 企画部　参事

金久直樹 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー・ロンドンオフィス代表

鈴木由里 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー

出本哲 アラヤ 執行役員

二郷明子 イー・アンド・イー ソリューションズ 環境事業部グローバル環境グループ兼グリーンファイナンス推進室

竹内四季 イノカ 取締役COO

十河遼介 大江橋法律事務所 弁護士

澤井俊之 大江橋法律事務所 弁護士

渡部満泰 花王 経営サポート部門IR部部⾧

森丘敬 格付投資情報センター ストラクチャードファイナンス本部金融商品２部⾧

小林茂 格付投資情報センター 執行役員・ESG推進室⾧

石渡明 格付投資情報センター 格付企画調査室⾧ 兼 ESG評価研究所⾧

三浦一彦 鹿島建設 環境本部水環境資源グループ⾧

栗原美津枝 価値総合研究所 代表取締役会⾧

山田和人 グリーン・パシフィック 代表取締役社⾧

藤森眞理子 グリーン・パシフィック 取締役副社⾧

山本麻子 グリーン・パシフィック

藤井健司 グローバルリスクアンドガバナンス 代表

水田和歌子 サステイナリティクス シニアアソシエイト/プロジェクトマネジャー

木野村拓 サステイナリティクス Associate Director, Sustainable Finance Solutions

平瀬錬司 サステナブルラボ

江黒早耶香 シティユーワ法律事務所 弁護士

溝口浩幸 自動車リサイクル促進センター 資金管理センター企画課主査

相川美菜子 笑下村塾 代表取締役

高松奈々 笑下村塾 取締役

田中利明 商船三井 代表取締役　副社⾧執行役員



曲鋒 商船三井 財務部船舶金融グループチームリーダー

⾧嶋歩 商船三井 環境・サステナビリティー戦略部チームリーダー

中島好美 積水ハウス 取締役

中島彬匡 双日 General Manager, Mirai Power Europe

中尾泰久 双日 執行役員　ビジネスイノベーション推進担当本部⾧

三輪茂基 ソフトバンクグループ(株)CEOプロジェクト室⾧/ SBエナジー(株)代表取締役社⾧

山田香織 ダイキン工業 コーポーレートコミュニケーション室　副参与

佐々木緑 大成建設 サステナビリティ経営推進本部サステナビリティ企画部　部⾧（企画担当）

鍋嶋麻奈 デジタルグリッド シニア・アドバイザー

藤木由実 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

江田覚 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー　シニアアナリスト

山内崇裕 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー　ESGアドバイザリー兼インフラ・公共セクターアドバイザリー

相原悠平 天地人

大越いづみ 電通グループ 取締役 監査等委員

梶原敦子 日本格付研究所 サステナルブルファイナンス評価部⾧

新井真太郎 日本格付研究所 シニア・サステナブル・ファイナンス・アナリスト

西村淑子 日本証券業協会 公社債・金融商品部⾧

森川怜子 日本証券業協会 SDGs推進室⾧

菱川功 日本証券業協会 執行役

森美妃 日本証券業協会 SDGs推進室　課⾧

小田裕将 日本証券業協会 SDGs推進室　調査役

加藤貴大 日本証券業協会 SDGs推進室　主任

小川雄基 日本証券業協会 SDGs推進室　主任

奥村安澄 日本証券業協会 SDGs推進室　主任

徳田展子 日本投資顧問業協会 ESG室⾧

早瀬巧 日本取引所自主規制法人 上場審査部主任上場審査役

真貝一之 日本マイクロソフト コンサルティングサービス事業本部アカウントデリバリーエグゼクティブ

筒井裕子 日本郵船 執行役員　ESG経営推進グループ担当



星正樹 ファンドクリエーション 理事　事業戦略室⾧

大岡康隆 フィッチレーティング東京

井川貴博 富士通フューチャースタディーズ・センター　代表取締役社⾧

宇井理人 ブランズウィック・グループ Director

上山聡子 フロンティア・マネジメント

村上智美 ボードアドバイザーズ シニアマネージャー

加藤裕幸 三菱重工航空エンジン 代表取締役副社⾧

平竹雅人 三菱商事株式会社 デジタル戦略部次⾧

藤村武宏 三菱商事株式会社 サステナビリティ推進部

渡邉雅之 三宅法律事務所 パートナー 弁護士

小松真実 ミュージックセキュリティーズ 代表取締役

望月奈津子 ムーンライトウェイヴ

⾧野麻子 モリアゲ 代表

佐藤正謙 森・濱田松本法律事務所 弁護士

末廣裕亮 森・濱田松本法律事務所 弁護士

久保木あずみ リフィニティブ

米田浩子 リフィニティブ DealWatch編集⾧

信岡洋子 リフィニティブ シニア・アナリスト、パワー・リサーチ

中島圭一 リボルブ・シス 執行役員常務

Steven Thomas Asia Focus Executive Director

小宮奈保子 BDOコンサルティング マネージャー

ゴ・マーヴィン BloombergNEF 日韓営業部門⾧

服部経治 Brookfield Japan 代表取締役

馬場裕子 CommuniCARE 代表

堀江隆一 CSRデザイン環境投資顧問 代表取締役社⾧

西名英輔 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部ファイナンスサービスグループマネジャー

田邊康一郎 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部テクニカルマネジャー

金留正人 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部ファイナンスサービスグループプリンシプル



香取剛 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部テクニカルマネジャー

鳥海　淳 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部ファイナンスサービスグループテクニカルマネジャー

柴本　友寛 DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン　サステナビリティサービス部ファイナンスサービスグループセールスマネジャー

田沼和則 ENEOSホールディングス 内部統制部

相澤なつみ

国本ゆかり Fitch Solutions

和田祐一 FTSE Japan シニア・ディレクター

北祐樹 Gaia Vision 代表取締役

宮本育昌 JINENN 代表

宇都伸享 KAIENTAI CEO

真鍋美穂子 Moody's Japan アソシエイト・マネジング・ディレクター

木村俊介 Moody's Japan アソシエイトアナリスト

円城ディーン Moody's Japan ヴァイスプレジデント・シニアアナリスト

村松征治 Moody's Analytics Japan ディレクター　マーケティング・オフィサー

Stefan Angrick Moody's Analytics Senior Economist

酒井優衣 MSCI

伊ヶ崎和久 NTTコムウェア 監査役

藤井峰登 NTTデータ 第四金融事業本部金融マーケット事業部

川波佳子 Orsted Japan

久禮由敬 PwCあらた監査法人 パートナー

唐木明子 PwC Strategy& パートナー

須田あゆみ PwC Strategy&

久世素子 RepRisk Japan シニアESGアドバイザー

柴田宏樹 S&Pグローバル・レーティング・ジャパン シニアディレクター/事業法人格付部⾧

島田弓芙子 Scrum Ventures Program Manager

羽鳥徳郎 TBM サステナビリティ部 部⾧

北島隆次 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

塚本晃浩 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

EYストラテジー・アンド・コンサルティング



山持典彦 Z Energy 取締役副社⾧

岸上有沙 独立コンサルタント/日本サステナブル投資フォーラム理事/Chronos Sustainability サステナブル投資スペシャリスト

黒﨑美穂 気候・サステナビリティアナリスト

＜シンクタンク・研究者＞

佐藤美春 鎌倉サステナビリティ研究所 コーディネーター

青沼愛 鎌倉サステナビリティ研究所 代表理事／発起人

吉野直行 金融庁金融研究センター センター⾧／慶應義塾大学経済学部名誉教授

小林香 国際金融情報センター シニアアドバイザー

石川和男 社会保障経済研究所 代表

森田香菜子 森林研究・整備機構　森林総合研究所 生物多様性・気候変動研究拠点　気候変動研究室主任研究員

宮地裕太郎 SOMPO未来研究所 統括上席研究員

三瓶匡尚 日興リサーチセンター 社会システム研究所

足達英一郎 日本総研 常務理事

王婷 日本総研（北京）

高島浩 農林中金総合研究所 理事研究員

梶間周一郎 農林中金総合研究所 調査第一部

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

林宏美 野村資本市場研究所

小林孝明 野村総合研究所 上級研究員

中垣内正宏 野村総合研究所 ホールセールプラットフォーム企画部

片岡佳子 野村総合研究所 ホールセールプラットフォーム企画部

石川純子 野村総合研究所 金融デジタルビジネスリサーチ部

山口英果 日立総合計画研究所 主任研究員

永井 祐介 みずほリサーチ＆テクノロジーズ  サステナビリティコンサルティング第１部環境エネルギー政策チーム上席主任コンサルタント

大山祥平 みずほリサーチ＆テクノロジーズ　サステナビリティコンサルティング第2部 環境ビジネス戦略チーム 上席主任コンサルタント

内藤裕規 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 経営企画部⾧

吉高まり 三菱UFJリサーチ&コンサルティング フェロー　プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト



豊福昌之 三菱UFJリサーチ&コンサルティング ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部　部⾧

金髙英美 三菱UFJリサーチ&コンサルティング ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部　主任

奥野麻衣子 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 環境・エネルギーユニット持続可能社会部主任研究員兼サステナブルビジネス戦略センター⾧

鈴木進介 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 経営企画部／人事部　部⾧

中農崇 三菱UFJリサーチ&コンサルティング ソーシャルインパクトパートナーシップ事業部

森尚樹 IGES ディレクター・ナレッジ &コミュニケーション

武井七海 InfluenceMap

藤井良広 RIEF（環境金融研究機構） 代表理事

伊藤晴祥 青山学院大学 大学院国際マネジメント研究科・准教授

国谷裕子 慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科特別招聘教授

白井さゆり 慶應義塾大学 総合政策学部教授

寺井公子 慶應義塾大学 経済学部教授

Govinda Finn 神戸大学

白河桃子 相模女子大学 大学院特任教授

鈴木政史 上智大学 大学院地球環境学研究科教授

稲澤裕子 昭和女子大学 特命教授広報担当参事

水口剛 高崎経済大学 学⾧

高村ゆかり 東京大学 国際高等研究所サステイナビリティ学研究連携機構教授

湯山智教 東京大学 公共政策大学院特任教授

石井菜穂子 東京大学 グローバル・コモンズ・センター ダイレクター / 未来ビジョン研究センター 教授

谷淳也 東京大学 グローバル・コモンズ・センター COO / 未来ビジョン研究センター シニア・リサーチャー

佐野仁美 東京大学 大学院工学系研究科システム創成学専攻

戸矢理衣奈 東京大学 生産技術研究所人間・社会系部門准教授

坂内匠 東京大学 大学院工学系研究科

野城智也 東京大学 生産技術研究所

吉野知明 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻

江守正多 東京大学未来ビジョン研究センター教授／国立環境研究所地球システム領域上級主席研究員

亀山康子 東京大学／国立環境研究所 大学院新領域創成科学研究科教授／社会システム領域上級主席研究員



古屋力 東洋学園大学 教授・国際社会専攻⾧兼地球環境コース⾧

Kim Schumacher 九州大学 / オックスフォード大学

関山健 京都大学 大学院総合生存学館准教授

佐田宗太郎 京都大学 大学院生

小黒一正 法政大学 経済学部教授

河口真理子 立教大学特任教授／不二製油グループ本社CEO補佐

重本彰子 早稲田大学 大学院経営管理研究科准教授

本田桂子 Columbia University 国際関係公共政策大学院客員教授

Hugues Chenet University College London (Honorary Senior Research Fellow, Institute for Sustainable Resources) / 2 Degree Investing Initiative

Ulrich Volz University of London (SOAS) SOAS Centre for Sustainable Finance

＜国際機関・外国政府＞

川口尚子 OECD 東京センター所⾧（臨時）

川畑東陽 UNEP

有馬良行 World Bank 財務局駐日代表

村越一夫 駐日英国大使館 上席経済アドバイザー, 経済・金融政策部

渡邊有美子 駐日英国大使館 上席金融アドバイザー, 経済・金融政策部

＜NGO・経済団体＞

伊藤枝里子 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ　事務局⾧

安間匡明 社会変革推進財団　 エグゼクティブアドバイザー

岸敬也 電力広域的運営推進機関 参与

濱川明香 東京国際金融機構 シニアマネジャー

横田雅之 東京国際金融機構 事務局⾧

斎藤ようこ 日中韓女性経済会議実行委員会 事務局⾧

加藤拓 日本経済団体連合会 自然保護協議会

荒井勝 日本サステナブル投資フォーラム (JSIF) 会⾧

春田雄一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局 経済・社会政策局局⾧



鈴木人司 日本労働組合総連合会 総合政策推進局 経済・社会政策局次⾧

春日文子 フューチャー・アース国際事務局 日本ハブ事務局⾧

山口健一郎 CDP Worldwide-Japan シニア・マネージャー

高瀬香絵 CDP Worldwide-Japan アソシエト・ディレクター

榎堀都 CDP Worldwide-Japan アソシエト・ディレクター

成田恭子 CDP Worldwide-Japan シニア・マネージャー（機関投資家担当ヘッド）

山下恵理子 CDP Worldwide-Japan シニア・マネージャー（自治体担当）

藤瀬里紗 CIC Tokyo Project Lead

平田仁子 Climate Integrate 代表理事

渡辺千咲 Climate Integrate

日比保史 Conservation International Japan 代表理事

伊藤明日香 Fédération Internationale de l'Automobile Sustainable Mobility Manager

河野正道 IFRS財団トラスティ／三菱UFJ銀行顧問

森澤充世 PRI事務局ジャパンヘッド/CDP Worldwide-Japanディレクター

米山美奈子 PRI事務局 シグナトリー・リレーション　リレーションシップ・マネージャー

野水彩 PRI事務局

鳥居夏帆 PRI事務局

湯澤達朗 PRI事務局 シグナトリー・リレーション　ジャパン・ヘッド

浦野メネケン藍業 PRI事務局 シニア・アソシエイト、クライメート・環境チーム

秋間建人 Social Impact Incubator

粟野美佳子 SUSCON 代表理事

松田英美子 WWFジャパン パブリックセクターパートナーシップグループ⾧・生物多様性グループ⾧

小西雅子 WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー)

溝端詩織 WWFジャパン ファンドレイジング室 コーポレート・パートナーシップ・グループ

＜メディア＞

大津智義 朝日新聞 記者

戸田政考 朝日新聞 政治部



榊原謙 朝日新聞 経済部

西尾邦明 朝日新聞 経済部

井田徹治 共同通信 編集委員・論説委員　環境・開発・エネルギー問題担当

舟山綾 きんざい 金融法務編集部　金融法務事情編集室

金澤俊子 時事通信 経済部

堤丈晴 ジャパンタイムズ 前代表取締役社⾧

末松弥奈子 ジャパンタイムズ 代表取締役会⾧兼社⾧

山田忍 ジャパンタイムズ

小野塚倫 ジャパンタイムズエージェンシー クリエイティブソリューションズ部⾧

朝火英樹 ジャパンタイムズエージェンシー 執行役員

木村あゆみ ジャパンタイムズエージェンシー メディアソリューションズ部⾧

野村明弘 東洋経済新報社 編集局解説部⾧兼本誌コラムニスト

塩田真弓 テレビ東京 報道局ニュースセンター　キャスター兼記者（経済担当）

小平龍四郎 日本経済新聞 編集委員

小瀧麻理子 日本経済新聞 税財政エディター

塙和也 日本経済新聞 気候変動エディター

松本裕子 日本経済新聞 ESGエディター

三木理恵子 日本経済新聞 編集局政治部

岩井淳哉 日本経済新聞 編集　政策報道ユニット

廣瀬洋平 日本経済新聞 編集局経済部

学頭貴子 日本経済新聞 金利・為替チーム統括

田村匠 日本経済新聞 金利・為替チーム

古賀雄大 日本経済新聞 株式・社債チーム

五味梨緒奈 日本経済新聞 株式・社債チーム

舟木彩賀 日本経済新聞 コモディティーチーム

浦中大我 ブルームバーグL.P.

谷口崇子 ブルームバーグL.P.

種市房子 毎日新聞 科学環境部



馬場直子 NHK 報道局政治部

松田伸子 NHK 報道局社会部

堅達京子 NHKエンタープライズ 情報文化番組エグゼクティブ・プロデューサー

Andrew Wolff PEI Media Japan 代表取締役

今村沙絵 Responsible Investor Events Leader

Ella Milburn Responsible Investor Journalist

村岡麻衣子 フリーライター

481名、214組織


