
 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年１月１１日 

 

「生物多様性は変革の時代へ～世界目標と金融の波～」シンポジウムを開催 
 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社（取締役社長 グループＣＥＯ： 

原 典之）は、２月にオンライン形式によるシンポジウム「生物多様性は変革の時代へ～世界目標と金融の

波～」を開催します。 

本シンポジウムは「企業が語るいきものがたり」として２００７年から開催しており、今回で１５回目

となります。当社グループは、企業が生物多様性保全の取組みを推進していくための情報提供等を通じて、

レジリエントでサステナブルな社会の実現に貢献していきます。 

 

１．概要 

昨年、ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タスクフォース）が発足し、また、本年４月末から開催予定の

ＣＢＤ ＣＯＰ１５（生物多様性条約第１５回締約国会議）第２部では２０３０年世界目標の採択が見込

まれるなど、生物多様性保全の取組みに対し、世界中で急速に関心が高まってきています。 

こうした流れを踏まえ、本シンポジウムでは、基調講演にてＣＯＰ１５の世界目標およびＴＮＦＤの最

新動向について解説します。また、生物多様性の損失が経済・金融にどう関係するのかについて金融庁

による特別講演を行います。さらにテーマ別セッションでは、サプライチェーンへの投資の必要性や、

Nature-Positive とは何かについて、先行して取り組んでいる企業や機関投資家・ＮＧＯからパネリス

トを招いて論議します。 

 

２．詳細内容 

（１）日時：２０２２年２月１０日（木）１３:００～１６：３０ 

（２）開催方法：Ｚｏｏｍによるライブ配信 

（３）プログラム：都合により一部変更する場合があります 

Ⅰ．講演 （13:05～14:05） 

特別講演  『生物多様性と金融の関わり』 

           金融庁 総合政策局総務課国際室 課長補佐 高橋 沙織 氏 

基調講演① 『ＣＯＰ１５で何が決まるのか？これから企業に求められること』 

            株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役 兼 一般社団法人 

企業と生物多様性イニシアティブ (JBIB）事務局長 足立 直樹 氏 

基調講演② 『ＴＮＦＤで世界の金融の流れが変わる』  

            ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 サステナビリ

ティ推進室 ＳＶＰ 兼 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 フェロー 原口 真 

Ⅱ．テーマ別セッション  

■『サプライチェーンへの投資がなぜ必要なのか？』（14:15～15:10） 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 足立 直樹 氏 

パネリスト 
（50音順） 

味の素(株) 国田 佳津彦 氏 

(株)ブリヂストン 稲継 明宏 氏 

りそなアセットマネジメント(株) 松原 稔 氏 

概要 

サプライチェーンにおける生物多様性への配慮は常識となりつつあります
が、COP15により多くの数値目標が定められ、企業も対応が必要となります。
これから必要となる、持続可能な調達と生物多様性保全のためのサプライチ
ェーンへの投資について、企業と機関投資家の両面から論議します。 

 

 



 

 

■『Nature-Positiveビジネスへの挑戦』（15:15～16:10） 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 原口 真 

パネリスト 
（50音順） 

IUCN-J (国際自然保護連合日本委員会） 道家 哲平 氏 

サントリーホールディングス(株) 北村 暢康 氏 

積水ハウス(株) 佐々木 正顕 氏 

概要 
この 1年で急速に注目を浴びた言葉が「Nature-Positive」。どのような取組
みが Nature-Positiveなのか、国際的な自然保護ネットワークの視点と、模
索しながら実践している企業の事例をもとに論議します。 

                                                                          

Ⅲ．クロージング（16:15～16:30）  

 

（４）主催：ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 

（５）後援：環境省、東京都、千代田区、経団連自然保護協議会 

（６）特別協力：一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）、ＭＳ＆ＡＤインターリスク 

総研株式会社 

（７）申込み：下記の URLからお申込みください。 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA 

 

 

添付別紙：開催案内チラシ 

以 上 

 

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社について 
ＭＳ＆ＡＤホールディングスは、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社などのグループ

保険会社を有する保険持株会社です。グローバル市場での業界トップ水準の保険・金融サービス事業を通じて、安心と安全

を提供し、「活力ある社会の発展と地球の健やかな未来」を実現する価値創造企業として、世界 50の国・地域で事業展開し

ています。未来のあるべき姿を目指し、ステークホルダーの皆さまと、社会的な価値の共創に取り組んでいます。 

当社グループのミッションである「活力ある社会の発展と地球の健やかな未来」を目指し、2015年より国連で採択された持

続可能な開発目標（SDGｓ）への取り組みを強化しています。特に、気候変動や生物多様性については、グループ内のあらゆ

るリソースを活用し、最も困難な課題に対する世界的な解決に注力しています。 

www.ms-ad-hd.com 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA
http://www.ms-ad-hd.com/


特別講演 『生物多様性と金融の関わり』
金融庁 総合政策局総務課国際室 課長補佐 高橋 沙織 氏

基調講演① 『COP15で何が決まるのか？これから企業に求められること』
株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役 兼 一般社団法人
企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）事務局長 足立 直樹 氏

基調講演② 『TNFDで世界の金融の流れが変わる』
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 サステナビリ
ティ推進室 SVP 兼 MS&ADインターリスク総研株式会社 フェロー 原口 真

企業が語るいきものがたり Ｐａｒｔ1５

Ⅱ. テーマ別セッション (14:15～1６:10）

Ⅰ. 講演 (13:05～14:05）

Ⅲ. クロージング (16:15～1６:30）

MS&ADホールディングス主催のシンポジウム「企業が語るいきものがたり」は、企業の生物多

様性取組保全に関する情報をご提供する機会として毎年開催し、今年で15回目を迎えまし

た。現在、生物多様性は世界目標の採択や金融面から注目される等、変革の波が押し寄せ

ています。今回、特別講演では生物多様性の損失が経済・金融にどう関係するのかについて

金融庁より解説いただき、基調講演ではCOP15の世界目標やTNFDの最新動向を解説し

ます。テーマ別セッションでは企業の取組事例をもとに論議を行います。本シンポジウムが皆さ

まの生物多様性保全の取組みに役立つことができれば幸いです。

※テーマ別セッションの詳細は裏面を参照ください

コーディ
ネーター

足立 直樹 氏 パネリスト
(50音順)

味の素(株)

(株)ブリヂストン

りそなアセットマネジメント(株)

国田 佳津彦 氏

稲継 明宏 氏

松原 稔 氏

コーディ
ネーター

原口 真 パネリスト
(50音順)

IUCN-J (国際自然保護連合日本委員会）

サントリーホールディングス(株)

積水ハウス(株)

道家 哲平 氏

北村 暢康 氏

佐々木 正顕 氏

お申込方法：以下のURLからお申し込みください。 詳細は裏面を参照ください

＜参加費無料＞ https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA

プログラム 2022年2月10日（木） 13:00～16:30（12:45～アクセス可能）
※都合により一部変更する

場合があります Zoomによるライブ配信

■『サプライチェーンへの投資がなぜ必要なのか？』（14:15～15:10）

■『Nature-Positiveビジネスへの挑戦』（15:15～16:10）

添付別紙

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA


【定 員】 先着500名様
【参加費】 無料
【主 催】 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
【後 援】 環境省、東京都、千代田区、経団連自然保護協議会
【特別協力】 一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

【日 時】 2022年2月10日（木）13:00～16:30（12:45～アクセス可能）
【開催方法】 Zoomによるライブ配信
【対象者】

●以下ＵＲＬからお申し込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA

Zoomからアクセス先リンク、PW等をメールしますので、Zoomのメールを受信できるようにしてください。

●申込締切 2022年2月４日（金）

参加申込時にお預かりした個人情報につきましては、弊社の情報管理規程等に基づき、安全かつ適正に
管理いたします。
個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
https://www.ms-ad-hd.com/ja/group/value/risk_management/information/privacypolicy.html

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
総合企画部 サステナビリティ推進室
「企業が語るいきものがたりシンポジウム」事務局 （担当：唐澤、藤田、福田）
Email：sustainability@ms-ad-hd.com
TEL：03-5117-0201

お問合せ先

■開催概要

■ お申込方法

・企業のSDGs、サステナビリティ、環境、ＩＲ、事業、調達、財務、総務・不動産部門の方
・生物多様性に関係した活動をされている企業・金融機関・ＮＧＯ/ＮＰＯ・行政の方
・生物多様性に興味を持たれている一般の方

2022.1.11

テーマ別セッションの部では、「サプライチェーンへの投資がなぜ必要なのか？」「Nature-Positiveビジネスへの
挑戦」と題し、世界目標に先行して取り組んでいる企業や機関投資家・NGOからパネリストを招いて論議しま
す。

概 要

サプライチェーンにおける生物多様性への配慮は常識と
なりつつありますが、COP15により多くの数値目標が定め
られ、企業も対応が必要となります。これから必要となる、
持続可能な調達と生物多様性保全のためのサプライ
チェーンへの投資について、企業と機関投資家の両面か
ら論議します。

この1年で急速に注目を浴びた言葉が「Nature-
Positive」。どのような取組みがNature-Positiveなの
か、国際的な自然保護ネットワークの視点と、模索しな
がら実践している企業の事例をもとに論議します。

テーマ サプライチェーンへの投資がなぜ必要なのか？ Nature-Positiveビジネスへの挑戦

■ テーマ別セッションについて

https://us02web.zoom.us/webinar/register/5516414526832/WN_I_8XGkvCQ2mzq6ISuBq4NA
https://www.ms-ad-hd.com/ja/group/value/risk_management/information/privacypolicy.html
mailto:sustainability@ms-ad-hd.com

