
なぜ、生物多様性と
自然資本は重要なのか
自然との関係を再構築し、生命、ビジネス、世界経済の持続可能性を維持する



私たちの経済、生活およびウェルビーイ
ング（生きる上での幸福感）は、この世
界で最も貴重な資産である「自然」に全
面的に依存しています1。自然の世界経
済に対する貢献は、金額にして年間約
125兆米ドルと見積もられています2。

また、世界のGDPの50％超（44兆米ド
ル）は、自然や生態系サービスにある程
度、あるいは大きく依存しています3。
世界経済フォーラム（World Economic

Forum）のグローバルリスク報告書2022

において、生物多様性の喪失は今後10年
間で最も深刻となることが見込まれる世
界的リスクのうち、気候変動対策の失敗、
異常気象に次いで、第3位にランク付け
される結果となりました。

それにもかかわらず、自然はときに「無料
で利用可能」であると認識されています。
つまり、社会と意思決定のすべての階層に
おいて、自然は過小評価されているか、全
く評価されていないのです。私たちは自然
の存在を当たり前のものと考え、外部性と
して軽視し、過剰な搾取を続けています。

現代の人類が1年間に消費する自然資源は、
同期間の再生能力を持つ地球に換算すると
1.6個分に達するといわれています4。

ここ数年、立て続けに公表されている自然
科学的根拠に基づく国際的な報告書5におい
ては「世界経済は地球の限界を意味するプ
ラネタリー・バウンダリーに向かって急速
に突き進んでおり、それは人類により引き
起こされた未曾有の事態といえる」という
明瞭で一貫したメッセージが示されていま
す。この変化は非常に劇的なものであり、
私たちの生活様式を不可逆的に変容させう
るものといえます。この変化はいずれ、地
球上に張り巡らされたシステムを介して波
紋のように広がり、ひいては私たちの経済、
人々やコミュニティの繁栄、そしてビジネス

依存：自然が組織の直近の業績に対してど
のような影響を与えるか（自然から
組織へのネガティブまたはポジティ
ブなインパクト、つまり外側から内
側への作用）。

例：猛暑（ネガティブな依存）や肥
沃な土壌（ポジティブな依存）

ネイチャー・ポジティブとは何か
ネイチャー・ポジティブとは、自然の喪失を食
い止め回復させるために、地球と社会のレジリ
エンスを高めることです。ネイチャー・ポジ
ティブは、各国政府、企業および市民社会の指
導者が行動へのコミットメントを示すことによ
り、一大ムーブメントとなってきています。

G7首脳が署名した「G7 2030年 自然協約」は、
ネイチャー・ポジティブと呼べる活動を取り上げ、
可及的速やかに制度全体にわたり転換することを
要求しています。この自然協約では、「私たち
の世界は、ネット・ゼロを達成するのみならず、
（略）ネイチャー・ポジティブを達成しなけれ
ばならない」との誓約がなされています。ネイ
チャー・ポジティブへのアプローチは、生物多
様性を豊かにし、炭素を貯留し、水を浄化し、
パンデミックのリスクを低減することにつなが
ります。
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1. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review – HeadlineMessages (2021年2月）
2. Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I.,& Turner, R. K. (2014年) Changes in the global value of ecosystemservices. Global environmental change, 26, 152-158
3. World Economic Forum: WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf (weforum.org)
4. The Economist: How should economists think about biodiversity? | The Economist
5.例えば、IPCC、IPBES、IUCN、OECD、World Resources Instituteによるレポート
6. OECDのウェブサイト

影響：組織の事業活動が自然に対してどの
ような影響を与えるか（組織から自
然へのネガティブまたはポジティブ
なインパクト、つまり内側から外側
への作用）。

例：化学物質による環境汚染（ネガ
ティブな影響）、森林再生およ
び植林（ポジティブな影響）

の持続的な成長力に影響を及ぼすことにな
ります。企業レベルでは、「影響」と「依
存」というレンズを通すことで、自然に関
連するリスクと機会に対する理解が最も深
まるといえるでしょう。このような概念は、
経済協力開発機構（OECD）により、以下
のように定義されています6。
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1990年以降、世界の森林面
積のうち、80百万ヘクター
ル超が消失7

プラスチック汚染が進む世界
上位10河川のうちの8河川が
ASPACにあり、その地域に
生息する約25%の生物種が
絶滅の危機に瀕している9

アジア太平洋（ASPAC）地
域では、放牧や転作を含む土
地利用の変化により、草地の
60%が消失8

生物多様性の持続的管理や
生態系の健全性の維持に必要
とされる投資ギャップ（不足
分）の推定年間平均額は
7,110億米ドル10

数字で見る自然

7. State of the World’s Forests 2020 (fao.org)
8. Scientists warn of dangerous decline in Asia-Pacific’s biodiversity(unep.org)
9. Scientists warn of dangerous decline in Asia-Pacific’s biodiversity(unep.org)
10. Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap - PaulsonInstitute
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ビジネスの世界における自然の重要性を議論する際には、以下の用語が参考になります。

生物多様性
「生物多様性」は、動物、植物、その他の
生物や、それらが生息する生態系を含む、
地球上の生命の多様性を意味します。この
生物多様性は自然界に存在する万物の基盤
としての役割を果たしており、私たちが生
命および生活を維持するために必要なすべ
ての物質を支えています。

自然資本
「自然資本」は、樹木、土壌、大気、水、
およびあらゆる生命体を含む、地球上の再
生可能資源、あるいは、枯渇性資源のス
トックを意味します。「生態系サービス」
とも呼ばれる様々な便益、いわゆる自然の
恵みは、これらの自然資源から生み出され
るフローにあたります。「生態系サービ
ス」が持つ重要な役割は、次の4つのカテゴ
リーに分類されます。

1. 供給サービス：
食料、繊維、原材料、淡水または医療資源
などの、生態系から得られる産物またはエ
ネルギーの創出

2. 調整サービス：
生態系が制御を担う調整弁として働くこと
によりもたらされる便益。例えば、炭素隔
離、地域的気候、大気質、異常気象および
生態学的な災害（例：山火事、洪水、地滑
り等）の緩和、疾病制御

3. 基盤サービス：
例えば、栄養循環、土壌形成、受粉が挙げ
られる

4. 文化的サービス：
レクリエーションおよび心身の健康、精神
的・文化的な便益、センス・オブ・プレイ
ス*と帰属意識

* 郷愁や神聖さなど場所に対する感情を示
す環境心理学用語

「生物多様性」と「自然資本」とは
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ビジネスの世界では環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）に関する戦略が絶え間ない進化を続けており、各企業は、自らが自然に及ぼす影響と自然への依存
の両面について検討を進め、その妥当性を評価する必要があります。以下に示す5つの見識は、企業が考慮すべき重要な要素です。
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11. https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review

1. 自然が関連する経済問題の急増
資本は従来、貨幣によるもののみを意味する
と考えられてきました。しかしながら、人々
と経済にとっての価値を蓄え提供する役割を
持つ資源ならびに資産こそが、資本であると
いえます。私たちの自然に対する見方と価値
観におけるパラダイムシフトを示す文書とし
て、 国連生物多様性条約のポスト2020グロー
バル生物多様性枠組や、最近の画期的なイニ
シアティブともいえるG7・2030年自然協約、
自然資本ファイナンス・アライアンス、およ
びダスグプタ・レビュー（英国財務省による
「生物多様性の経済学」に対する独立レ
ビュー。当該レビューは、英国政府の25ヵ年
環境計画のアジェンダとなる見込み11）などが
挙げられます。

これらのイニシアティブで最も強調されている
のは、自然が関連する経済問題が急増している、
ということです。

このような動向は、自然の真の「経済的価値」
をどのように評価し、より統合された報告手段
を通じてどのように説明するべきかという議論
につながっています。報告により、事業が自然
に与える影響や自然への依存に関する状況が、
社会全体、そして、公開および非公開のマー
ケットの投資家へ開示されることとなります。

つまり、ビジネスと投資家にとって、数年前ま
では事業、投資、貸付、引受、政策意思決定に
は無関係であった生物多様性に関する非財務情
報は、今や無関係とはいえない状況に変化して
います。

2. 自然資本と長期的な価値創造
これまでよりも統合され、かつ、包括的な報告
に向けて、自然の価値を認識・評価することに
より、組織は自らが行ってきた選択の「真の意
味」を知ることができます。それによって、企
業や投資家は、現在と未来の両世代にとって有
益な、よりスマートで「ネイチャー・ポジティ
ブ」な投資、リスクマネジメント、方針決定を
行うことができるのです。

さらに、これらの動きがビジネスのレジリエン
スを強化し、クライアントおよび株主、投資家、
ならびにサプライチェーンとの良好な関係を構
築する機会をもたらします。そして、このこと
はまた、今後の規制強化にビジネスを対処させ
ることにもつながってゆきます。

3. 自然に関するリスクの顕在化
生物多様性への配慮をリスク管理や、生物多様
性に関する脆弱性評価、統合された会計基準、
情報開示に織り込むためには、まだまだ取り組
むべき多くの課題があります。しかしながら、
生物多様性の喪失が、事業と投資家の利益に対
して重大なリスクをもたらしうるという認識に
基づくイニシアティブやステークホルダーが増
加していることも事実です。

このような認識は、自然資源に大きく依存する
業界、例えば、食料品およびアグリビジネスセ
クターでは顕著です。また、インフラやエネル
ギーセクターにおいては、ビジネス上の決断に
よりもたらされた生物多様性の喪失が、多額の
補償金や環境浄化コストにつながる可能性があ
ります。
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開示の強化や報告に対する期待の高まりに伴い、
透明性を示すための要件が増加していきますが、
これに伴い、レピュテーションリスクや訴訟リ
スクも高まる可能性があります。

このような動向に対して、大手金融機関（銀行、
保険会社、資産管理会社等）は、気候および自
然関連リスクにかかる検討課題を、自社の取扱
商品・サービス提供（サステナブル投資、融資、
引受業務）の業務アプローチにいち早く取り込
みました。例として、ポートフォリオの生物多
様性フットプリントの報告や、生物多様性関連
の共通指標の開発および目標の策定等が挙げら
れます12。

グローバルレベルの金融システムを監視し提言
を行う金融安定理事会（FSB）は、この度、
87%の中央銀行および金融監査当局の連合であ
る Network for Greening the Financial
System （NGFS）と、以下の事項につき合意
しました。それは、「気候変動および環境関連
リスクは、同時に、金融サービス業界全体およ
び現実世界における経済にとってのシステマ
ティックリスクでもある」という認識です。

同様に、 持続可能な保険フォーラム（SIF）は、
保険セクターがこの困難な課題にどのように対
応するのかを分析するため、生物多様性の喪失
に起因するファイナンシャルリスクについてグ
ローバルレベルの画期的な研究を行っています。
SIFは、保険監督当局および規制当局を含む30
の機関で構成されている国際的なネットワーク
です。

最も生物多様性の喪失による
リスクにさらされる
産業セクター：

 食品およびアグリビジネス
 消費財製造および工業生産
 インフラストラクチャー
 エネルギーおよび自然資源
 金融サービス、資産管理および
保険

進む開示の制度化
Taskforce on Nature-Related Financial
Disclosure（ TNFD）は、 Taskforce on
Climate-related Financial Disclosures
（TCFD）を補完し、また、投資家、 レン
ダー、保険会社に対し、自然関連リスクと
機会の全体像を示しています。2年後には、
TNFDは、自然関連リスクマネジメントお
よび開示のフレームワークを構築し提供す
る見込みです。それにより組織は、変化し
続ける自然関連リスクおよび機会を報告す
ることになりますが、TNFDの狙いは資金
フローをネイチャー・ポジティブな結果へ
と仕向けることにあります。

12. https://www.unepfi.org/publications/guidance-on-biodiversity-target-setting/
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4. 自然資産および生物多様性に
対する投資家の需要の増大
Paulson Institute社の調査によると、生物多様性を
持続的に管理し、生態系の保全を維持するための世界
の投資ギャップは、毎年5,980億米ドルから8,240億米
ドルであると推計されています。13このギャップの解消を促
進するために、民間セクターの資本を刺激し、引き受ける
触媒として、政府の財政支援を利用することも可能です。

自然に関連する資金調達

2030年までに生物多様性の
喪失を食い止めさらに回復
させるためには、

毎年
推定7,220～9,670億米ドルが
必要

2019年時点の、世界の生物
多様性の保全に関連する資
金フロー

1,240～1,430億
米ドル
（2012年比で約3倍）

生物多様性関連の資金
ギャップ（不足分）の
平均額は

7,110億米ドル
または、
年間5,980～8,240億米ドルと
算定

13. Deutz, A., Heal, G. M., Niu, R., Swanson, E., Townshend, T., Zhu, L., Delmar, A., Meghji, A., Sethi, S. A., and Tobin de la Puente, J. 2020. Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap.  
The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability

4. 自然資本および生物多様性に
対する投資家の需要の増大

ポールソン研究所の調査によると、生物多様
性の持続的管理および生態系の健全性を維持
するために必要とされる、グローバルレベル
の投資ギャップ（不足分）の年間平均額は
5,980億米ドルから8,240億米ドルであると算
定されています13。 政府の財政援助は、投資
ギャップの解消を推し進めるため、民間セク
ターの資本を刺激し引き受けるための触媒と
しての役割が期待されます。

自然資本と生物多様性への投資は、事業に
とって革新的で持続可能なソリューションを
設計する機会、そして、グローバルレベルで、
資金の流れをネイチャー・ネガティブからネ
イチャー・ポジティブへと転換する機会を生
み出すきっかけとなります。
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自然に関する目標設定
現在、気候に関する科学的知見と整合するコミットメントを発表し、野心的な目標を設定す
る企業が増えてきています。Science Based Targets Initiatives（SBTi）は、 Carbon
Disclosure Project（CDP）、UN Global Compact（UNGC）、World Resource Institute
（WRI）、World Wildlife Fund（WWF）の共同イニシアティブです。 SBTiは、企業による
気候変動に対する取組を広げることを意図し、目標設定を支援する取組みです。つまり、
「パリ協定*に沿った温室効果ガス（GHG: Greenhouse gas）排出削減目標に向けて企業の
力を結集すること」が狙いです。

*パリ協定では、「地球温暖化を抑制するため、産業革命前の気温をベースとして、世界の
平均気温上昇を2℃未満に抑えること」とし、さらに、「1.5℃未満に抑える努力を追求する
こと」が示されています。

Science Based Targets Network（SBTN）は、取組むべき対象を「自然」という枠組みに
大きく拡張するものです。目標設定の対象には気候の他、土壌、水、生物多様性、および海
洋が含まれており、企業のみならず都市による取組も促すものとなります。SBTNは、コ
ミットメントを前進させたい、また、テストフェーズを開始したいと考えている企業を支援
するため、現在、第2次ガイダンス（Interim Guidance）を策定中です。多くの場合、企業
は自社による自然への影響、および自然に対する依存につき自覚があり、求められている対
応についても認識していますが、SBTNでは、さらに自然の喪失を止め、回復に転じさせる
取組みとして、「どの程度行えば十分なのか」を見据えた目標設定を促すものとなる見込み
です。
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5. 自然は脱炭素化の味方
自然、およびその基盤の役割を果たす生物多
様性は、官民両セクターにおける気候変動の
緩和および適応策の中核を成すものです。グ
ローバルレベルの政策立案者、資本市場、お
よび民間セクターは、「脱炭素化という長い旅
路において、自然は私たちの最大の味方であ
る」という事実にようやく気付きはじめたの
です。

生態系の回復による炭素隔離、防風林・サン
ゴ礁による天然の防波堤といった生態系を基
盤とした防災・自然インフラ整備等のアプ
ローチを含むネイチャー・ベース・ソリュー
ション（NbS：Nature-based Solution）は、
野心的な脱炭素化への取組みに費用対効果の
高い手段をもたらします。また、ときには、
現状の気候変動を緩和する取組や適応策を補
完することもあります。

天然の炭素吸収源の役割を担う海洋、土壌、
森林が持つ自然の力を活用せずにネット・ゼ
ロへ移行することなど、到底不可能なのです。
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1.
企業のビジネス
モデルの劇的な変革

2.
連携され、動機付け
られ、結集された
金融システム

3.
行動を促し、投資を
呼び込む環境整備

SMI：持続可能な市場のための
イニシアティブ
「持続可能な市場のためのイニシアティブ」
（SMI: Sustainable Market Initiative） は、
世界経済フォーラム2020において、ウェール
ズ公チャールズ殿下によって創設されました。
SMIは、共通のビジョンを持つグローバルレ
ベルの共同体で、「テラカルタ憲章」（Terra
Carta）を公表しました。テラカルタ憲章は、
自然、人類および地球を世界の価値創造の中
核に据えています。このイニシアティブは、
より良い方向に生まれ変わっていく経済モデ
ルを通じて、持続可能な市場が発展していく
ことを目的としています。新しい経済モデル
は人類と地球にとって良い結果を導くと同時
に、成長と利益に貢献します。

SMIが推進する主要な3つの転換とは

SMIは、今後10年にわたる取組を始動させるための10項目のアクションプランを公表し
ました。そこでは、自然こそが「真の経済の原動力」であるとし、自然への投資プラン
に言及しています。
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生物多様性に関する基準、指標の設定および管理を支援するための新しいツー
ルやデータセットを適切に把握していますか。

生物多様性に関する課題を、投資家や規制当局に対して自信を持って明確に説
明できますか。

将来ネイチャー・ポジティブな世界が訪れた際に、事業にもたらされる機会を
検討したことがありますか（組織の気候変動および脱炭素化の戦略の一環とし
て、ネイチャー・ベース・ソリューションへ投資するなど）。

事業をネイチャー・ポジティブに
転換するには

質問：

取締役会および経営幹部レベルにおける、自然資本と生物多様性に対する
認識や理解はどのような状況ですか。

ネイチャー・ポジティブへの転換に向けた事前準備として、自然に対する
影響と依存を理解するためのレビューは完了しましたか。

生物多様性に関連する目標を設定し、ネイチャー・ポジティブへ移行する
ためのロードマップを策定しましたか。

重要なのは、自然資本および生物多様性の価値
を認識することは、組織がそれらのの保全に向
けた戦略を実行し、絶えず生まれてくる機会か
ら利益を得ることを支援しうるということです。

自然資本の価値を認識して事業をネイチャー・
ポジティブに転換するにあたり、組織が自らに
問うべき重要な質問は以下のとおりです。
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自然資本や生物多様性が自らのESG戦略の構
成要素であり、自社の環境目標と関連している
と考える組織は、事業の持続可能性およびレジ
リエンスの増大、リスクの軽減、レピュテー
ションの向上、新しい投資家を呼び込む市場の
開拓、次々に制定される規制に向けた準備と
いった多くのものを得ることができます。

特に環境目標に関して、自然資本と生物多様性
がESG戦略に不可欠であると考える組織は、
ビジネスの持続可能性とレジリエンスの強化、
リスクの軽減、レピュテーションの改善、新し
い投資市場の開拓を実現し、新たな規制に備え
ることができます。
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KPMGは、企業、パブリックセクターを含む組織の生物多様性および自然資本に関連する多くの戦略策定を
支援してきました。この豊富な経験を活かして、以下のような支援サービスを提供しています。

KPMGによる生物多様性・自然資本支援サービス
なぜ、生物多様性と自然資本は重要なのか | 10

情報提供と研修の
実施
• 国内外の法令および
イニシアティブの最新
動向に関する情報提供

• 最新のテクノロジー・
ツールに関する情報
提供

• 上記内容を中心とした
役員・従業員向け研修
の実施

依存・影響の評価支援
• バリューチェーンの各段階における
生物多様性・自然資本との関係性整理

• 事業活動における依存・影響の評価

リスク・機会の特定支援
• 影響および依存を踏まえた重要な
リスクと機会の特定

方針策定支援
• 対応方針の策定、
既存方針への組込み支援

戦略・目標の
設定支援
• 生物多様性・自然資本に
関連する戦略の策定支援

• SBTN等の各種ガイダン
スや戦略に沿った目標設
定支援

取組み推進・モニタリング支援
• 戦略・目標に沿った具体的取組の実行支援
• 効率的なモニタリングシステムの構築、
モニタリング結果に基づく改善策の検討支援

自然資本・生物多様性開示支援
• CDP質問書、各種ESG評価機関、TNFD等に
対応した情報開示の支援

• 開示データに関する第三者保証

STEP 0 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

認識・理解の
促進

リスク・機会の
特定

（重要性分析）

方針・戦略・
目標の設定 行動 モニタリング

依存・影響の
評価

（全体像の理解）

STEP 5
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