（ナレッジ分科会連携セミナー開催案）

●CI ジャパン・世界銀行東京事務所・森林総合研究所（予定）共催
「自然資本の持続的な管理に向けた革新的資金メカニズム〜PES、インパクト債権、債務スワップ」
来る 2 月 5 日(木)、「自然資本の持続的な管理に向けた革新的資金メカニズム〜PES、インパクト債
権、債務スワップ」と題して、一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン、
世界銀行東京事務所、独立行政法人森林総合研究所（予定）の共催にて最新の革新的資金メカニズ
ムについてのミニセミナーを開催します。
自然環境からの私たちが享受する様々な便益である生態系サービスを生み出す基盤である自然環境、
生態系を、価値を生み出す資本、社会や企業活動を支える資本とみなす「自然資本」の考え方が広
まりつつあります。海外では、既に企業活動や投融資、公共事業や国際協力の場で、自然資本的な
考え方、環境の経済価値の内部化などの取り組みも始まっています。
そのような中、生態系サービスへの新たな資金フローを作り出す生態系への直接的支払い（PES=
payment of ecosystem services）、金融の世界でも注目を集める社会（開発）インパクト債権
（social impact bond）やプロジェクト・ファイナンスへの自然資本管理への応用、今も効果的な
保全資金を生み出す環境債務スワップ（DNS=debt nature swap）などについて、自然資本に関する
革新的資金メカニズムの実務の世界的な第一人者から聴く機会です。
同時通訳がつきます。ふるってご参加ください。
*****************************************************************
●「自然資本の持続的な管理に向けた革新的資金メカニズム〜PES、インパクト債権、債務スワップ」
■主催：CI ジャパン、世界銀行東京事務所、森林総合研究所
■日時：2015 年 2 月 5 日(木) 16:00-17:30
■会場：世界銀行東京開発ラーニングセンター
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-2
富国生命ビル 10 階
電話: 03-3597-1333
都営三田線・内幸町駅 A6 直結出口
営団地下鉄・霞ヶ関駅 C4 出口
http://www.jointokyo.org/ja/about/location/
■参加費：無料
■定員：40 人

■プログラム(敬称略)
●16:00-16:10
・挨拶
・挨拶
・趣旨説明
●16:10-16:55
・キーノート

●16:55-17:05
・ディスカッサント

世界銀行駐日特別代表 塚越保祐
森林総合研究所 松本光朗
CI ジャパン代表理事 日比保史

コンサベーション・インターナショナル 上級法務アドバイザー
ロマス・ガーバリアウスカス

（TBD→三井物産研本郷氏、三井住友信託銀金井氏、世銀 HQ など？）

●17:05-17:30
・質疑応答
■

発表者 略歴

ロマス・ガーバリアウスカス コンサベーション・インターナショナル 上級法務アドバイザー

Romas Garbaliauskas is a Senior Legal Advisor and part of a team of two lawyers that provide legal
support for the Ecosystem Finance Division (EFD) at Conservation International (CI). The EFD legal team
primarily provides legal support to CI's Global Conservation Fund (GCF) and its Carbon Fund. GCF
finances the long-term management of protected areas in the world's biodiversity hotspots, high
biodiversity wilderness areas and important marine regions. This is primarily accomplished through the
capitalization of endowments to cover the recurrent costs of protected area management. The EFD
legal team leads GCF’s work in the designing and establishing certain of these endowments. The CI
Carbon Fund supports the design and start-up costs of early-stage forest restoration and conservation
projects, and aids in the commercialization of carbon credits through private sector partnerships. The
EFD legal team supports the design of these projects and provides legal support for all project related
contracts. Romas also supports the establishment of new funds at CI and the application of innovative
financing techniques (such as Social Impact Bonds and Project Financing) to CI projects.
Romas has been practicing law for more than 18 years. Before joining CI in 2007, Romas was as a senior
associate attorney with the global law firm, White & Case LLP, specializing in project finance and leasing.
While at White & Case, he initiated White & Case's representation of CI on a pro bono basis and also

provided pro bono assistance to The Nature Conservancy, including for a debt for nature swap
transaction. In 2007 Romas had been seconded by White & Case to the legal department of the
International Finance Corporation. Romas also worked as a consultant in the legal department of the
African Development Bank for 6 months in 2005 and 2006. He received his primary law degree
(bachelor of laws) from Queen's University in Canada and has also received a master of laws degree in
international legal studies from New York University.

■

お申込はこちらのリンクからどうぞ！リンク

コンサベーション・インターナショナル(CI)
CI は、科学、パートナーシップ、フィールドでの実践を通じて、地球の生物多様性と自然を持続的
に守ることにより人々の暮らしの向上を目指し、コミュニティ、政府、企業、国際機関等と連携し
つつ世界 30 カ国以上で活動する国際 NGO です。
世界銀行
世界銀行(WB)は、188 か国の加盟国からなり、貧困削減と持続的成長の実現に向けて、途上国政府
に対し融資、技術協力、政策助言を提供する国際開発金融機関です。

