
CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 

2023 年 1 月号（Vol.70） 

生物多様性・自然資源の未来 －COP15 を中心に－ 
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Ⅰ．はじめに 

温室効果ガスの排出削減に向けた長期目標である「パリ協定」が 2015 年に合意され、

以来、今日まで世界では地球温暖化を始めとする気候変動の問題が活発に議論され、排

出量取引や企業開示の充実化などの検討が進んでいます。そして、それを追う形で議論

が進んでいるテーマが、生物多様性です。 

生物多様性（Biodiversity、Biological Diversity）とは、生きものたちの豊かな個性とつ

ながりのことであり、生態系の多様性、種の多様性や遺伝子の多様性などがあるとされ

ています1。近年、森林の減少やサンゴ礁の消失といった動植物の生息域の破壊、そして、

それに伴う動植物の絶滅の危険等、人類の活動が生物多様性に与える悪影響が深刻と

なっています2。世界では、1992 年 5 月に、生物多様性の保全、生物多様性の構成要素

の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的と

して、生物の多様性に関する条約（生物多様性条約）が採択され、1993 年 12 月に発効

しました。日本は 1993 年 5 月に同条約を締結しており、現在では、194 か国と EU・パ

レスチナが同条約を締結しています（但し、米国は未締結です。）。

生物多様性条約の最高意思決定機関である締約国会議（COP：Conference of the

Parties）は、概ね 2 年に 1 回開催され、締結国の間で生物多様性の保全について議論が

交わされています。2022 年 12 月に開催された第 15 回締結国会議（以下「COP15」。

なお、それ以外の締結国会議についても回号に合わせて COP の呼称を使用しています。）

1 環境省ウェブサイト参照。生物多様性条約第 2 条においては、「生物の多様性」とは、「すべての生物

（陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを

問わない。）の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。」

とされています。
2 世界経済フォーラム公表のグローバルリスクレポートにおいて、生物多様性の喪失は、2022 年の今後

10 年間の世界の最も深刻なリスクの 3 位とされ、2023 年には長期的に深刻なリスクの 4 位とされるな

ど、近年上位に挙げられています。
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第二部3においては、2030 年までの目標（ポスト 2020 年目標）を含む生物多様性に関

する新たな枠組が合意されました。加えて、政府間のみならず、民間レベルにおいても

生物多様性の保全に向けた活動を進めるべく検討が行われており、企業に対して生物多

様性への影響を開示することを促す TNFD（Taskforce on Nature-related Financial 

Disclosures：自然関連財務情報開示タスクフォース）により、生物多様性に関する開示

のフレームワークの草案も公表されています。 

自然資源や生態系の分布は、元来、国ごとに一様ではなく、瀕している危機の内容や

緊急性もさまざまです。そのような状況において、世界各国が足並みを揃えて共通の目

標を設定することは、気候変動以上に複雑かつ困難な問題であると言われています。本

ニュースレターでは、生物多様性の保全に向けた動向や意識の高まりを踏まえ、COP15

における合意内容について解説したうえで、生物多様性の開示に関する議論の現状や、

日本国内の動向について概説いたします。 

 

Ⅱ．COP15 における新枠組の合意 

 

（1） COP15 までの経緯 

 

2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された COP10 では、新戦略計画・愛知目標

（ポスト 2010 年目標）が決定され、2050 年までの長期目標（ビジョン）として「自

然と共生する世界（Living in harmony with nature）」の実現が掲げられるとともに、

2020 年までの短期目標（ミッション）として「生物多様性の損失を止めるために効

果的かつ緊急な行動を実施する」ことが定められ、そのための手段として、5 つの戦

略目標の下、具体的な数値目標を含む 20 の個別目標が設定されました。 

愛知目標（短期目標）は 2020 年までの目標であったところ、達成状況は芳しいも

のではなく4、また環境の変化を踏まえた見直しが必要であったため、2021 年 7 月に

国連生物多様性条約事務局がポスト 2020 生物多様性枠組 1 次ドラフト（以下「1 次

ドラフト」）を公表していました。しかし、COP15 第一部では、第二部における「ポ

スト 2020 生物多様性枠組」の採択に向けた決意を示す「昆明宣言」が採択されるに

とどまり、ポスト 2020 生物多様性枠組の合意は第二部に持ち越されることとなりま

した。そして、COP15 第二部で合意された新しいフレームワークが、「昆明・モント

リオール生物多様性枠組」です。 

 

 

 
3 COP15 は、当初は 2020 年に中国の昆明で実施される予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大

の影響により延期され、2021 年 10 月にオンライン形式を中心に第一部が開催された後に、第二部は、

カナダのモントリオールに開催地を変更したうえで 2022 年 12 月に開催されました。 
4 2020 年（日本語版は 2021 年）に公表された「地球規模生物多様性概況第 5 版（Global Biodiversity 

Outlook 5）」においては、愛知目標については、20 の目標を 60 の要素に分解して評価したところ、全

ての要素が達成・進展ありとなった目標は無かったなど、達成度という点では非常に厳しい結果となっ

たとされています。 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
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（2） 昆明・モントリオール生物多様性枠組 

   

昆明・モントリオール生物多様性枠組の概要 

2022 年 12 月 7 日から 19 日までの間、カナダのモントリオールで COP15 第二部5

が開催されましたが、愛知目標の後継目標として、2030 年までの生物多様性に関す

る世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されたことが最大

の成果であったといえます6。 

同枠組においては、2050 年までの長期目標は愛知目標と共通ですが、2030 年ミッ

ションとして、「必要な実施手段を提供しつつ、生物多様性を保全するとともに持続

可能な形で利用すること、そして遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配

分を確保することにより、人々と地球のために自然を回復の道筋に乗せるために、生

物多様性の損失を食い止めるとともに反転させるための緊急の行動をとること」とさ

れています。ここにおいては、生物多様性の損失を止めるのみならず、そこから反転

させ、回復軌道に乗せること（いわゆるネイチャー・ポジティブの考え方）が謳われ

たことが画期的といえます7。 

また、次に述べるとおり、それらを達成するために、2050 年までの 4 つのゴール

（2050 年ゴール）及び 2030 年までの 23 のターゲット（2030 年ターゲット）が合意

されました。 

 

2050年ゴールと 2030年ターゲット 

昆明・モントリオール生物多様性枠組における 4 つの「2050 年ゴール」は、大要、

生物多様性の保全・回復、生物多様性の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生じる

便益等の公正・衡平な配分、及び資金調達手法の保全と衡平な利用について定められ

ています。 

また、23 の「2030 年ターゲット」は、生物多様性への脅威の縮小（ターゲット 1 ～

8）、持続可能な利用及び利益配分による人々のニーズを満たすこと（ターゲット 9～

13）、及び実施のためのツールと解決策及び主流化（ターゲット 14～23）という 3 つ

のカテゴリーに大別されます。 

 

 

 

 

 
5 なお併せて、カルタヘナ議定書第 10 回締約国会合（CP-MOP10）及び名古屋議定書第 4 回締約国会

合（NP-MOP4）も開催されています。前者については、遺伝子組換え生物等が生物の多様性の保全及び

持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定したカルタヘナ議定書のモニ

タリング等について議論・決定され、また、後者については、COP10 において採用された遺伝資源への

アクセスと利益配分（ABS）に関する名古屋議定書の実施状況の監視や報告等が議論・決定されました。 
6 環境省が昆明・モントリオール生物多様性枠組の暫定訳を公表しています。 
7 上記（1）のとおり、愛知目標では、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施

する」とされていたにとどまります。 

https://www.env.go.jp/content/000097720.pdf
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（昆明・モントリオール生物多様性枠組の構造） 

 

※ 環境省・生物多様性条約第 15 回締結国会議第二部結果報告会・講演 1 資料8を参照し筆者ら作成 

 

2030 年ターゲットのうち、ターゲット 3（30by30）である「2030 年までに陸域と

海域の少なくとも 30%以上を保全」（いわゆる 30by30 目標）やターゲット 6（外来

種対策）である「2030 年までに侵略的外来種の導入率・定着率を半減」といった、

生物多様性の保全・回復に向けた具体的な数値目標が合意されたことが COP15 にお

ける重要な成果といえます。特に 30by30 目標は、愛知目標（陸域 17%、海域 10%）

から大きく引き上げられたことが非常に重要です。今後、締結国はこの具体的な目標

の達成に向かって施策を講じていくこととなりますし、その施策に沿った取組みが企

業にとっても求められることとなります。また、ターゲット 8（気候変動）の「自然

を活用した解決策等を通じた気候変動の生物多様性への影響の最小化とレジリエン

スの強化」等においては、自然の力を活用しつつ社会的課題を解決する、いわゆる NbS

（Nature-based Solutions、自然に根ざした解決策）9の考え方が取り入れられており、

気候変動と生物多様性の課題を両輪で解決し効率的な資源動員を可能にするものと

 
8 https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/1_cop15.pdf。なお、2050年ゴールや 2030年ター

ゲットの具体的な内容は、上記脚注 6 の環境省が公表している昆明・モントリオール生物多様性枠組の

暫定訳をご参照ください。 
9 NbS の考え方は、国際自然保護連合（IUCN）により提唱されたものです。IUCN は 2020 年に初のグ

ローバル標準「IUCN Global Standard for Nature-based Solutions」を発表し、国家、地方政府、プラン

ナー、企業、ドナー、開発銀行を含む金融機関、非営利組織を中心として NbS の取組みを推進していま

す。 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/files/1_cop15.pdf
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して注目に値します。 

企業との関係では、ターゲット 15（ビジネス）の「ビジネスにおける生物多様性へ

の影響評価・情報公開の促進」が非常に重要です。ターゲット 15 では、具体的な内

容として、生物多様性への影響評価や情報公開の促進を「特に大企業や多国籍企業、

金融機関については確実に行わせるために」措置を講じることが合意されています。

ここでは、大企業や多国籍企業、金融機関が、生物多様性の保全・反転について重要

な役割を果たしていくことが期待されているといえますし、そのためにはサプライ

チェーンを構成するあらゆる事業体の協力が不可欠となります。しかし、生物多様性

への依存度や影響を定量的に把握することは気候変動以上に困難であると考えられ、

取組みが難航することも予想されます。 

なお、昆明・モントリオール生物多様性枠組においては、愛知目標の多くが未達に

終わったことの反省を踏まえ、実効性確保の観点から、進捗をモニタリング・評価す

るメカニズムが採択されています10。そこでは、国家戦略を COP16 までに改定し、

COP17 において国別報告の提出や進捗レビュー（グローバルレビュー）を実施する

こととされています11。各国は、上記のターゲットの達成に向けて、かかるメカニズ

ムに従い国家戦略の策定等の施策を講じていくことが求められ、企業に対して進捗の

報告・公表を求めていくことが考えられます。 

 

資源動員 

生物多様性の保全・反転に向けては、先進国だけでなく、途上国等の協力が欠かせ

ません。そこで、昆明・モントリオール生物多様性枠組においては、途上国等への資

金供給等を通じて 2030 年までに少なくとも年間 2,000 億米ドルを動員することとさ

れています（ターゲット 19）。そして、途上国における同枠組の実施を支援するため、

あらゆるソースからの資源の即時の動員を促進するためのガイダンスとして、「資源

動員戦略フェーズ I（2023-2024）」が採択され、また、2023 年に、地球環境ファシ

リティ（GEF）12の中にグローバル生物多様性枠組基金を設置することとされていま

す。 

日本は、COP15 第二部の開催期間中に、2023 年から 2025 年にかけて 1,170 億円

の拠出を行う考えを示し13、また、生物多様性日本基金（JBF）14第二期の実施開始等

を宣言するなど積極的な関与を表明しています。 

 
10 上記脚注 4 のとおり、愛知目標は、その達成度という点では非常に厳しい結果となりましたが、「地

球規模生物多様性概況第 5 版（Global Biodiversity Outlook 5）」では、その教訓として、「生物多様性国

家戦略及び行動計画並びに関連する計画プロセスの強化」、「計画のタイムラグを減らし、実施のタイム

ラグを考慮する必要性」や「効果的なレビューと各国への持続的かつ的を絞った支援の必要性」といっ

た各国の施策の進捗の確認・評価に関する課題も指摘されていました。 
11 なお、進捗を測る指標については、COP16 までに専門家会合で更なる議論が予定されています。 
12 生物多様性条約を含む 5 つの環境関連条約の資金メカニズムとして世界銀行に設置されている信託

基金。 
13 COP15 第二部ハイレベルセグメントにおける西村環境大臣ステートメントをご参照ください。 
14 愛知目標の達成のため、途上国の能力養成を行うことを目的として COP10 議長国であった日本が生

物多様性条約事務局に設置した基金。 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/library/files/gbo5-jp-lr.pdf
https://www.env.go.jp/content/000097724.pdf
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小括 

今回合意された昆明・モントリオール生物多様性枠組は、ポスト 2020 の世界目標

として生物多様性の保全について愛知目標よりも高い水準の数値目標を設定すると

ともに、ビジネスサイドの関与にも言及することで国家のみならず民間も主体的に取

り組むべき課題であることを明確化するなど、画期的な内容となっており、「自然と

共生する世界」という 2050 年ビジョンに向けた重要な進展であったといえます。他

方で、これはあくまで多国間合意であることから、その具体的な目標の達成に向けて

は、各国が国内において国家戦略の策定を含めた効果的な施策を実施していく必要が

あり、今後も各国の動向に注視していく必要があります（日本の動向については、下

記Ⅳをご参照ください。）。 

 

Ⅲ．TNFD の開示フレームワーク 

 

TNFDとは 

上記Ⅱ（2）で述べたように、昆明・モントリオール生物多様性枠組においては、ビジ

ネスにおける生物多様性への影響評価・情報公開の促進が 2030 年ターゲットとして掲

げられており、今後大企業や多国籍企業、金融機関を中心に企業における生物多様性や

自然資本に関する開示を求める動きが加速することが見込まれます。すでに民間レベル

では、企業の経済活動が自然環境に依存していることを理由に、自然環境や生物多様性

に関する企業の情報開示を推し進める動きが生まれており、その一つが、TNFD

（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures：自然関連財務情報開示タスク

フォース）です。TNFD は、2019 年 1 月の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）

において発案され、2021 年 6 月に発足したイニシアティブであり、資金の流れをネイ

チャーポジティブに移行させるという観点で、自然関連リスクに関する情報開示フレー

ムワークを構築することを目指しています15。 

TNFD は、情報開示フレームワークをより良いものとするため、その暫定版を随時公

表し、市場参加者からのフィードバックを受けながら、制度の整備を進めています。2022

年 3 月に The TNFD Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure 

Framework （TNFD 自然関連リスクと機会管理・情報開示フレームワーク。以下「TNFD

フレームワーク」）のベータ版 v0.1 を公表したことを皮切りに、フィードバックを通じ

たアップデートを経て、同年 11 月にベータ版 v0.3 を公表しています。今後、2023 年 3

月にはベータ版 v0.4 が公表され、意見募集等を経て、完成した TNFD フレームワーク

v1.0 が同年 9 月に公表される予定です。このため、2023 年は、生物多様性や自然資本

に関する開示のターニングポイントの年になると注目されています。 

 

 
15 TNFD の議論をサポートするステークホルダーの集まりとして TNFD フォーラムが設置されており、

参加団体には、定期レポートやウェビナー等を通して TNFD の最新情報が提供されます。現時点で 800

を超える団体が参加しています。 

https://tnfd.global/about/the-tnfd-forum/
https://tnfd.global/about/the-tnfd-forum/
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TNFDフレームワークにおける開示推奨項目 

これまでに公表されているベータ版を見る限り、TNFD フレームワークにおける開示

推奨項目は、気候関連情報の開示に関する TCFD（Taskforce on Climate-related Financial 

Disclosures：気候関連財務情報開示タスクフォース）のフレームワークと概ね同様であ

り、ベータ版 v0.3 においては、下図のとおり、ガバナンス、戦略、リスクと影響の管

理、及び指標と目標の 4 つの柱から構成されています。一方で、TCFD と異なり、気候

ではなく、自然に関連するリスクにフォーカスした記載となっているほか、戦略 D「完

全性の低い生態系、重要性の高い生態系、または水ストレスのある地域との組織の相互

作用について説明する」のように TNFD 固有のものも存在します16。なお、指標と目標

に関しては、ベータ版 v0.3 において金融機関向けの評価・開示指標の例が公表され、

また、ベータ版 v0.4 において、自然関連リスクと機会に関する指標及び自然に対する

影響と依存度に関する指標それぞれに関連する添付資料が作成される予定である等、よ

り適切な開示が実施されるよう開示内容の明確化が試みられています。 

 

（TNFD フレームワーク（ベータ版 v0.3）における開示推奨項目） 

 

※TNFD フレームワークのベータ版 v0.3 エグゼクティブサマリー日本語版より抜粋 

 
16 その他、「リスクと影響の管理」D 及び E、指標と目標 D も、TNFD フレームワークベータ版 v0.3 で

新たに追加されたものであり、TCFD の開示推奨項目には含まれていない項目です。 

https://framework.tnfd.global/wp-content/uploads/2022/11/22-23032_TNFD_Executive-Summary_v4-JA.pdf
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TNFD に基づく開示をこれから検討しようとする企業にとって、従来からの事業ポー

トフォリオのリスク管理の中に自然関連リスクと機会に関する評価プロセスを取り込

むことが有用であり、TNFD においては、その際に“LEAP”と呼ばれるプロセスを用いる

ことが提言されています。LEAP は、Locate（自然との接点の発見）、Evaluate（依存度

と影響の診断）、Assess（重要なリスクと機会の評価）、Prepare（対応し報告するため

の準備）の 4 つのフェーズに従って分析・検討を進めるというアプローチ手法で、これ

に拠ることで、企業は TNFD のフレームワークに沿った開示と整合する意思決定が可能

になるとされています。 

LEAP アプローチの入口である Locate は、ビジネスのフットプリント（自社の直接

の資産とオペレーションや関連するバリューチェーンの所在）、自然との接点（事業活

動が接点を有する生物群系や生態系）、優先地域（生態系の完全性が低い、生物多様性

の重要性が高い地域等）及びセクター（優先地域で自然と接点を持つ事業部門やバ

リューチェーン）を発見するという 4 つのステップから構成されます。企業においては、

まず、これらのステップに則して、自社の事業運営を踏まえて自然のどのような側面と

接点を有するかを発見するところから検討を開始することが有用です。 

 

気候変動開示との関係及び今後の見通し 

気候変動と生物多様性は、例えば気候変動により異常気象が引き起こされ、生物多様

性に重大な悪影響が生じる等、それらは相互に密接に関連する社会課題といえます。一

方で、サステナビリティ情報の開示に関するグローバルな枠組の整備を進めている

ISSB（International Sustainability Standards Board：国際サステナビリティ基準審議会）

も、気候変動に続くテーマ別開示基準として生物多様性を今後取り上げる考えを明らか

にしています。開示の面でも両者が整合的なフレームワークが国際的に採用されようと

していることは、企業が生物多様性の検討をスムーズに着手することを後押しする効果

が期待されます。企業においては、それらの相互密接性を念頭に、開示及び事業戦略の

策定を行うことが重要と思われます。 

 

Ⅳ．日本における取組み 

 

日本では、2010 年の COP10 で愛知目標が採択されたことを受け、従前の生物多様性

国家戦略を改定すべく、2012 年 9 月に、「生物多様性国家戦略 2012-2020」が閣議決定

されました。そこでは、生物多様性に関する危機・課題を踏まえた目標及び基本戦略が

提示され、また、愛知目標の達成に向けた具体的なロードマップ及び行動計画（700 の

具体的施策と 50 の数値目標）が定められていました。そして、次期の生物多様性国家

戦略について、政府では 2020 年より次期生物多様性国家戦略研究会・生物多様性国家

戦略小委員会を設置して検討を開始しており、COP15 において昆明・モントリオール

生物多様性枠組が合意されたことを踏まえ、2022 年度内に閣議決定することを目指し
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ています17。また、COP10 の議長国であった日本は、愛知目標の達成に資するため、生

物多様性日本基金を創設して途上国への技術支援等を支えています。 

法令レベルでは、環境基本法の下、生物多様性基本法が定められています。これは、

生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、

豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を

実現することを目的として、生物多様性の保全と利用に関する基本原則や国・地方公共

団体や事業者の責務を規定するものです。同法では、生物多様性は微妙な均衡を保つこ

とによって成り立っており一度損なわれたら再生することが困難であるという特徴に

着目し、生物多様性の保全や利用について予防的・順応的な取組みを行うことが基本原

則とされたこと（3 条 3 項）や、事業者においては事業計画の立案段階から生物多様性

に関する環境影響評価を推進することとされたこと（25 条）が注目されます。そして、

同法において国には生物多様性国家戦略の策定が義務付けられており（11 条）、上述の

生物多様性国家戦略が法定計画とされたことも重要な意義があるといえます。今後、同

法に基づき、関係省庁相互間の連携や、地方公共団体、事業者や国民等とも連携を行い

つつ、生物多様性の保全や利用に係る施策を推進していくこと（21 条参照）が期待され

ます。 

また、民間レベルでも、経団連では、その姉妹団体として経団連自然保護協議会を設

立し、経団連自然保護基金を通じた国内外のプロジェクト支援や NGO との交流、生物

多様性枠組や次期生物多様性国家戦略といった国内外の政策への提言、企業への啓発18・

情報提供・情報発信を行っています。TNFD フォーラムに日本からも多くの企業が参加

していることにも見られるように、日本企業において生物多様性の保全に向けた意識の

高まりを見せているといえます。 

 

Ⅴ．おわりに 

 

日本では、2021 年のコーポレートガバナンス・コードの改定により東証プライム市

場の上場企業に対して気候変動開示の充実が求められ、また、2022 年 11 月には金融庁

からサステナビリティ情報等に係る企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案が

公表される等、近時、気候変動に関する開示を中心としたサステナビリティ情報の開示

の充実化が進められています。 

他方で、生物多様性についても、気候変動と同様に、問題の深刻化が進んでおり、待っ

 
17 2021 年 1 月 27 日付生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議「生物多様性国家戦略 2012-2020 の実施

状況の点検結果」99 頁によれば、生物多様性国家戦略 2012-2020 の全体評価として、愛知目標達成に

向けた取組は実施され、多くの施策で着実な進捗は認められるものの、目標達成に至った施策はまだ限

られている状況と考えられるとしたうえで、国家戦略の課題として、基本戦略に対応する関連指標や数

値目標が設定されていないためその達成状況を端的に示すことは容易ではない、ロードマップで示され

た指標が適切・明確でない、施策間での相乗効果の強化が必要といった点が指摘されています。新たに

設定される次期生物多様性国家戦略において、これらがどのように反映されるかという点も注目される

ところです。 
18 なお、経団連は、経団連生物多様性宣言（1992 年策定、2018 年改訂）を公表し、また、2020 年には

経団連生物多様性宣言イニシアチブを公表するなど、企業への積極的な働きかけを行っています。 

https://www.env.go.jp/council/content/12nature03/000063322.pdf
https://www.env.go.jp/council/content/12nature03/000063322.pdf
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たなしの状況にあります。このことに鑑みれば、国レベルでの生物多様性の保全・回復

に向けた取組みに加え、TNFD 等の民間レベルでの国際的な動きが加速することに伴い、

日本企業においても、コーポレートガバナンスの改定や開示府令におけるサステナビリ

ティ情報の開示における取込みにより、早晩、生物多様性に関する開示が求められるよ

うになる可能性があります。上記Ⅲでも述べたとおり、生物多様性と気候変動とは相互

に密接な関係を有していると考えられることも踏まえ、企業としては、気候変動に加え

て、生物多様性の保全・回復に向けた活動及び生物多様性の関連情報の開示に関する動

向を慎重に注視する必要があるとともに、自社のガバナンス向上に向けて、いち早くア

クションを起こすことが望ましいと考えられます。本ニュースレターが、その検討開始

の契機・一助となれば幸いです。 

 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務 -新株予約権・

CB による第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、新型

ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証-』 

視聴期間  2022 年 12 月 15 日（木）10:00～2023 年 2 月 14 日（火）17:00 

講師       根本 敏光 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『セキュリティ・トークン・オファリング（STO）における法務上

の留意点』 

視聴期間  2023 年 1 月 5 日（木）10:00～2023 年 2 月 28 日（火）17:00 

講師       石橋 誠之 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）から義務的適用 「有価証券報告書に

おける「サステナビリティ」開示 セミナー」』 

視聴期間  2023 年 1 月 25 日（水）～2023 年 2 月 24 日（金） 

講師       宮田 俊 

主催       宝印刷グループ／株式会社宝印刷 D&IR 研究所 

 

➢ セミナー  『サステナビリティ開示の義務化―2023 年 3 月期有価証券報告書

（6 月提出）から適用－』 

視聴期間  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～2023 年 3 月 31 日（金）17:00 

講師       宮田 俊 

主催       株式会社プロネクサス 
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➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用「サステナビ

リティ情報の義務的開示」』 

開催日時  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～12:00 

講師       宮田 俊 

主催       一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『第 331 回 2023 年 3 月期から適用 有価証券報告書におけるサス

テナビリティ開示』 

開催日時  2023 年 2 月 2 日（木）18:00～19:00 

講師       宮田 俊 

主催       一般社団法人日本 CFO 協会 

 

➢ セミナー  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有価

証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解す

る」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30～15:30 

講師       田井中 克之 

主催       株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『MHM プレミアム Live セミナー「カーボン・クレ

ジットを巡る実務の最新動向」』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）14:00～16:00 

講師      【森・濱田松本法律事務所】 

 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、大木 健輔 

 【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

 【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

主催       森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHM マイページ」にてお申込みを受け付けいたします。

（申込期限：2023 年 2 月 15 日（水）） 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

  

https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/login
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改

正～2023 年 3 月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留

意点と今後の動向について解説～』 

開催日時  2023 年 2 月 20 日（月）10:00～12:00 

講師       石橋 誠之 

主催       経営調査研究会 

 

文献情報 

➢ 本     『M&A 法大系 第 2 版』 

出版社   株式会社有斐閣 

著者    棚橋 元、丸茂 彰、高谷 知佐子、伊藤 憲二、石綿 学、大石 篤

史、末岡 晶子、鈴木 克昌、石井 裕介、井上 愛朗、宇都宮 秀樹、

戸嶋 浩二、浦岡 洋、紀平 貴之、小島 義博、篠原 倫太郎、林 浩

美、増島 雅和、四元 弘子、青山 大樹、岡田 淳、加賀美 有人、

久保田 修平、荒井 太一、内田 修平、奥山 健志、岡谷 茂樹、酒

井 真、林 宏和、安倍 嘉一、熊谷 真和、関口 健一、代 宗剛、

森田 恒平、松下 憲、渡辺 邦広、小山 浩、末廣 裕亮、田中 浩

之、東 陽介、藤田 知也、李 政潤、石川 大輝、河島 勇太、栗原 

宏幸、佐藤 典仁、高宮 雄介、近澤 諒、邉 英基、森田 茉莉子、

堀尾 貴将、湯川 昌紀、若林 功晃、石田 幹人、石橋 誠之、金丸 

由美、白川 佳、島田 里奈、松田 悠希、中野 玲也、鈴木 信彦、

立石 光宏、越智 晋平、笠間 周子、金村 公樹、西岡 研太、廣田 

雅亮、福田 剛、飯島 隆博、坂㞍 健輔、秋田 顕精、大川 信太郎、

大段 徹次、山田 彰宏 

 

NEWS 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2023 にて当事務所は⽇本における複数の分野で上

位グループにランキングされ、当事務所の弁護⼠が各分野にて Hall of Fame、

Leading Individuals、Next Generation Partners または Rising Stars の高い評価

を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）、ベトナムにおいても複数の分野で上位グループにランキングされ、各

オフィスに所属する弁護士が各分野にて高い評価を得ております。 

 

JAPAN 

分野 

Tier 1 

・Capital markets 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 
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弁護士 

Hall of Fame 

・Capital markets: 鈴木 克昌 

Leading Individuals 

・Capital markets: 尾本 太郎 

Next Generation Partners 

・Capital markets: 田井中 克之 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


