
＜英国側＞
シティ・オブ・ロンドン　ロードメイヤー　ヴィンセント・キーヴェニー
駐日英国大使　ジュリア・ロングボトム
英国金融行為規制機構　ESG部門長　サシャ・サダン
FTSE Russell　CEO　アーン・スタール
ブルーベイ・アセット・マネジメント　CEO　エリック・ガース
＜東京都側＞
知事　小池 百合子
副知事　宮坂  学
一般社団法人東京国際金融機構　会長　中曽  宏
フューチャー株式会社　取締役　山岡 浩巳
株式会社東京証券取引所　取締役専務執行役員　小沼 泰之
ニッセイアセットマネジメント株式会社 　代表取締役社長　大関  洋

開会挨拶

時間

17：00

17：03

17：10

18：10

17：40

項目 主な登壇者（予定）

基調講演

対談
「今後のグリーンファイ
ナンスにおける日英協
 力の方向性」

金融ラウンドテーブル
「グリーンファイナンス
における最新の取組と
 今後の展望について」

閉会挨拶

駐日英国大使　ジュリア・ロングボトム

（敬称略・順不同）

対談者：
＜英国側＞英国外務省気候変動特別代表　ニック・ブリッジ
＜日本側＞金融庁チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー　池田 賢志
モデレーター：EY Japan 株式会社　ディレクター　へザー・マクリシュ

副知事　宮坂  学

シティ・オブ・ロンドン　ロード・メイヤー　ヴィンセント・キーヴェニー

東京-ロンドン  
グリーンファイナンスセミナー 2021

東京 -ロンドン  
グリーンファイナンスセミナー 2021

　東京 - ロンドン　グリーンファイナンスセミナー 2021事務局（株式会社アイディ内）
　Email: tlgfs2021@id-corp.co.jp

◆セミナーに関するお問い合わせ

令和３年12月10日（金） 令和３年12月10日（金） 
東京都と駐日英国大使館との共催によるグリーンファイナンスに関するオンラインセミナーを開催し
ます。今回で 4 回目を迎え、英国シティ・オブ・ロンドンのロードメイヤーによる基調講演を始め、
日英有識者による対談や金融関係者によるラウンドテーブルを予定しております。近年急速に拡大し
ているグリーンファイナンスについて両都市の最新動向や取組を紹介します。ぜひご視聴下さい。

プログラム

17：00～ 18：15
（日本語配信及び英語配信）

対象

参加申込方法・期限

参加費

国内外の金融関係者、関係省庁・団体、都民の方々等

令和３年 12月 8日（水）19:00 まで

無料

開催方法 オンライン配信　　（事前申込制）

https://www.greenfinancesemi.metro.tokyo.lg.jp/form_jp/

（予定）

（予定）

主催 後援 協力



（順不同）

2021年 3 月～ 現職
2020年 英国外務省 コロナウイルス対策本部長
2016年～ 2020年 英国外務省 領事局長
2012年～ 2016年 駐日英国大使館 公使
2009年～ 2012年 英国外務省極東部（後に中国）部長
2006年～ 2009年 英国貿易投資省 戦略・人事部長   
2003年～ 2006年 駐ポーランド英国大使館 貿易投資部長兼総領事
1998年～ 2002年 駐オランダ英国大使館 政治・EU 担当一等書記官
1994年～ 1997 年 英国外務省 香港部国籍・移民課長
1990年～ 1993 年 駐日英国大使館 二等書記官（政治担当）
1988年 欧州委員会本部、コーフィールド卿事務所研修生
1987年 英国国連代表部 二等書記官（UNGA チーム）
1986年 英国外務省入省

ジュリア・ロングボトム
駐日英国大使

配偶者：リチャード シヴァ
子供：娘 2 人、息子 1 人

宮坂　学
副知事

平成　９年　６月　ヤフー（株）入社
平成２４年　６月　ヤフー（株）代表取締役社長
平成２５年　６月　ソフトバンク（株）
　　　　　　　　　（現ソフトバンクグループ（株））取締役
平成３０年　６月　ヤフー（株）取締役会長（～令和元年６月１８日）
令和元年　　７月　東京都参与（～令和元年９月１９日）
令和元年　　９月　東京都副知事（現任）

主催者　開会挨拶

閉会挨拶

小池 百合子
東京都知事

1976 年 10 月 カイロ大学文学部社会学科卒業
1992 年 7 月 参議院議員
1993 年 7 月 衆議院議員
2003 年 9 月 環境大臣
2004 年 9 月 内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）兼任
2006 年 9 月 内閣総理大臣補佐官（国家安全保障問題担当）
2007 年 7 月 防衛大臣
2010 年 9 月 自民党総務会長
2011 年 10 月 予算委員会理事
2016 年 7 月 東京都知事 当選
2020 年 7 月 東京都知事 当選（2 期目）

主催者

ブルーベイ・アセット・マネジメント
CEO

中曽　宏
一般社団法人東京国際金融機構　
会長

小沼 泰之
株式会社東京証券取引所　
取締役専務執行役員

山岡 浩巳
フューチャー株式会社　
取締役

ニック・ブリッジ
英国外務省気候変動特別代表

へザー・マクリシュ
EY Japan 株式会社　ディレクター

池田 賢志
金融庁チーフ・
サステナブルファイナンス・
オフィサー

対談

Tokyo-London Green Financial Seminar 2021

ヴィンセント・キーヴェニー氏は、2021年11月12日にシティ・オブ・ロンドンの第
693代ロード・メイヤーに就任されました。
2018～ 19年、シティ・オブ・ロンドンのシェリフ（ロードメイヤーの補佐官）を務め、
その役職において当時のロード・メイヤーを支え、国内外で多数の取り組みや活動を
行った。
また、国際法律事務所DLA Piper LLPの共同経営者でもある。
英国では、銀行、金融機関および法人顧客に対して、債券市場、ストラクチャードファ
イナンス、証券化取引に関するアドバイザーとして、また国際的には、銀行業務や金融
およびキャピタルマーケット取引に関するアドバイスを行っている。
彼は、彼の専門分野における指導的専門家として全ての主要法務登録簿に記載されて
おり、証券化の専門家として500人の殿堂入り法務家に含まれている。2019年5月ま
で、彼は、DLAパイパーの財務サービス部門国際共同議長であった。2014/15年には、
シティ・オブ・ロンドン法曹協会の会長を務めた。彼は、グレイ法曹院の名誉評議員で

ヴィンセント・キーヴェニー
シティ・オブ・ロンドン　ロード・メイヤー ある。

2013年にシティ・オブ・ロンドン、ファリンドン・ウィズイン・ワードの参事会員に選出
されて以来、シティ・オブ・ロンドン自治体の複数の委員会で委員を務めた。現在は、政
策・資源委員会の委員と、ホームレス・野宿小委員会の委員である。
また、シティ・オブ・ロンドン・スクールの理事を務めながら、財務省およびBEIS（ビジネ
ス・エネルギー・産業戦略省）の社会経済的多様性特別委員会の共同議長も務める。
シティ・オブ・ロンドン弁護士会、羊毛業者、酒造家、眼鏡製造業、書籍出版業、織物業者、
アップホルダーズ、セキュリティー専門家の各団体の組合員であり、2014/15年には
上席弁護士を務めた。
また、シティー・リバリィー・クラブ、シティー・ピクウィック・クラブ、ロイヤル・ソサエ
ティー・オブ・セントジョージ（シティー支部）、コート・オブ・ジ・オナラブル・ジ・アイ
リッシュ・ソサエティーの会員であり、ファリンドン・ワード・クラブのシニアパトロン
（上級後援者）でもある。
ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン(USD)にて民法学士号を取得し、その後、ダブリン
のトリニティー・カレッジで文学修士号を取得した。2018年にはロー・アルミニ・オブ・

基調講演

金融ラウンドテーブル

アーン・スタール
FTSE Russell
CEO

サシャ・サダン
英国金融行為規制機構
ESG 部門長

エリック・ガース

大関  洋
ニッセイアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

ザ・イヤーとして顕彰された。1992年にイングランド
とウェールズで弁護士として開業している。
ヴィンセント氏は演劇・芸術にも興味を持っていて、
サー・ジョン・ソーンズ美術館の管財人であり、取締役
を務める。
ボーカル・アンサンブルのイグザウディの理事長であ
り、アクターズ・ツーリング・カンパニーの役員でもあ
る。
看護師であったアマンダと結婚し、余暇にはテニスや
愛犬ラブラドールとの散歩を楽しんでいる。
市長としてのテーマ
市民との公約 - ヴィンセント氏は初年度に、目標主導型で市民重視の英国FPS部門を
擁護し、ESGと持続可能なファイナンスにおいて世界のリーダーとしての地位を確立
し、多様な国際的人材の本拠地としての英国の国際競争力を高め、社会的流動性の推
進に取り組むことをテーマとしている。


