
1 TNFD Nature in Scope

T N

F D

自然関連財務情報開示 タスクフォースをまとめる

TNFD

NATURE IN 

SCOPE

提案されている TNFDのスコープ、	ガバナンス、ワークプラン、	コミュニケーションと	資金調達計画の概要

2021年 6月



2 TNFD Nature in Scope

序文
この度、自然関連財務情報開示タスクフォー
ス（TNFD）の非公式ワーキンググループ（IWG）
の共同議長を務めさせて頂きました。このワー
キンググループは、市場をリードする待望の
変革の取り組みを開始するための準備フェー
ズであり、エキサイティングでダイナミック
なものでした。
世界経済フォーラムの推計によると、自然に
対する依存度が中等度または高度に該当する
経済活動は、世界の経済の産出量の半分以上
（44兆米ドル分の創出された経済価値）にあ
たります。TNFDには、常に変化する自然関
連リスクを組織が報告し行動を起こせるよう
にするためのフレームワークを提供すること
で、世界の金融の流れを自然にとってマイナ
スの結果から自然にとってプラスの結果へと
シフトさせるようサポートすることが期待さ
れています。

IWGには、金融機関、規制当局、企業、その他、
8.5兆米ドル超の資産を持つ影響力のある 75

のメンバーが参加しました。さらに、国連機
関である UNDPと UNEPの金融イニシアチブ
より「促進者チーム」の役割を果たしていた
だいたことで国連からのサポートも受け、ま
た、WWFと Global Canopyにもご参加いた
だきました。オブザーバーや初期のステーク
ホルダーからも広く意見をお寄せいただきま
した。私たちは、タスクフォースの活動を通
じて、先住民や影響を受けるコミュニティの
代表者を含むさらに多くのグループや専門家
に意見を求め、引き続きエンゲージメントの
範囲を拡大していきます。IWGのグループや
個人は、ワークストリームを自ら率いたり、
専門的支援を委託したりして、9か月間にわ
たって集中的に取り組み、ここに示す資料を
まとめあげました。
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こうして出来上がったのが、TNFD の技術的
スコープと運用モデルに関する実践的な提言
をまとめた論文「Nature in Scope」です。こ
れらを実現するためには、構築、テスト、協
議を軸とした 2 年間にわたる綿密な活動計画
が必要で、計画立案を繰り返し、リスクの変
化が連続的に発生する中で、急速な状況変化
に適応させていきます。
TNFD のガバナンスは、金融リスクの認識と
管理、さらにはより広範な範囲で自然や経済
の安定にプラスの結果をもたらす、市場主導
型のイニシアチブを実現する目的で設立され
ました。
準備フェーズが完了し、またこのイニシアチ
ブの目的への賛同を広く得られたことから、

この度 TNFD 共同議長をお迎えする運びとな
りました。国連生物多様性条約事務局長の
Elizabeth Maruma Mrema 氏 と、Refinitiv の
創業者兼 CEO であり、ロンドン証券取引所グ
ループ（LSEG）のデータ＆アナリティクス部
門のグループ責任者の David Craig 氏が共同議
長に就任します。
私たちは、次期共同議長とタスクフォースの
メンバーをサポートすることを心待ちにして
おり、世界的に発生している自然の喪失の形
勢を一変させ、生物多様性関連リスクが金融
安定にもたらす影響を抑えるために必要な、
この重要なイニシアチブが大成功を収められ
ることを願っています。

IWG TNFDの共同議長：
Mariuz Calvet Antoine Sire Rhian-Mari Thomas

Grupo Financiero Banorte BNP Paribas Green Finance Institute

創設パートナー：
 

www.theGEF.org

TNFD の活動は、地球環境ファシリティ（GEF）によるアンカー投資によって
サポートされています。その他の援助資金供与者については、近日中に確定
する予定です。
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提案されている TNFD のスコープ、ガバナンス、 ワークプラン、資金調達とコミュニケーションの ニーズに関する概要
本報告書は、2020 年 9 月に設立された TNFD の非公式ワーキンググループ（IWG）の 5 件の
ワークストリームによる 9 か月間の活動をもとにまとめられています。これは IWG のメンバー
向けに作成されたもので、一般に配布することができます。
非公式ワーキンググループ（IWG）は、市場関係者が中心となり、何十もの組織が持つ知識と
経験を結集させ、何件ものワークストリームを介して、本報告書をまとめました。その集大成
として、本報告書では今後 2 年間の取り組みの方向性をまとめ、自然関連リスクの報告と対処
のしかたに関して市場全体が転換を図れるように土台作りをしています。

提案されている TNFDの目標
TNFD の目標は、常に変化する自然関連リスクを組織が報告し行動を起こ
せるようにするためのフレームワークを提供することで、世界の金融の流
れを自然にとってマイナスの結果から自然にとってプラスの結果へとシフ

トさせるようサポートすることです。
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提案されている TNFD 原則
1. 市場での有用性：市場の報告者やユーザー、特に企業や金融機関、さらに政策立案者や

その他の主体にとって、直接的に有用で価値のあるフレームワークを開発します。
2. 科学による裏付け：科学的に裏付けられたアプローチに従い、十分に確立された科学的

根拠や新たに発見された科学的根拠を組み込むとともに、その他の既存の科学的根拠に
裏付けられたイニシアチブを組み込むことを目指します。

3. 自然関連リスク：自然への依存度や影響、組織上・社会上のリスクに加え、短期的・財
務上重要なリスクなど、自然関連リスクに対処します。

4. 目的志向：TNFD の目標を確実に達成するために、最低限必要なレベルの精度を用いて、
目的志向で、リスクを低減し自然にとってプラスの行動を増やすことを積極的に目指し
ます。

5. 統合的・適応的：既存の開示や基準に統合され、それらを強化できるような、測定や報
告に関する効果的なフレームワークを構築します。国内外の政策コミットメント、基準、
市場動向の変化を把握し、適応性のある姿勢を取ります。

6. 気候変動と自然環境の統合：気候変動関連・自然関連のリスクに対して統合的なアプ
ローチを採用し、自然に基づく解決策に対する融資を拡大します。

7. グローバルに包括的：グローバルに（新興国・先進国ともに）関連が深く、公正で、有
用で、利用可能で、無理なく使用できるフレームワークを確立します。
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市場での有用性 科学による裏付け 自然関連リスク

目的志向 統合的・適応的 気候変動と自然 環境の統合 グローバルに包括的

TNFDのスコープは、生きた自然と、空気、土壌、水などの生きた自然に関連する要素に焦点
を当てています。このスコープには、短期的な財務リスクに加えて、その影響や自然への依存
度に代表される長期的なリスクも含まれます。TNFDは、新しい基準ではなく、むしろ、自然
に関連した報告について、世界的な一貫性を促進するための最良のツールや資料を集約したも
のです。
TNFD ワークプラン
TNFDワークプランは、目標、原則、スコープを 2021年～ 2023年の 2年間で実行に移すた
めの手段として提示されています。TNFDワークプランには、TNFDフレームワークが、いか
にして利用できる最善の科学的・技術的情報に基づいて開発され、グローバルレベルで優先
されるサブセクターの機関で幅広く試験的に導入され、すべてのステークホルダーと広く協
議され、最終的には 2023年以降の市場で広く採用されるようになるのかが詳細に記載されて
います。
TNFD のガバナンス構造 
TNFDのガバナンス構造は、適切な説明責任とガードレールを備えた市場主導型イニシアチブ
に最も適した合理的なアプローチとなっています。共同議長には、自然と金融に関する専門知
識を持つ官民および北半球と南半球を代表する 2名が就任します。タスクフォースは、金融セ
クター、データ報告機関、およびデータプロバイダーや会計士といった支援者など、30名の
メンバーで構成されています。
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ハイライト：TNFDの活動の受益者 投資家は、気候変動に即した形で、企業が開示する自然資本や環境面での機会とリスクに対す
る明確さ、信頼性、信用に基づいて、十分な情報を得た上で、堅実な資本配分を決定できます。
アナリストは、環境や自然資本に関係のある情報を有効活用しやすくなり、気候変動に即した
形で、将来のキャッシュフロー、ひいては企業価値評価に対する影響を判断できます。
企業は、TNFD フレームワークを活用して、環境や自然資本に関係のある情報を、気候変動に
関するデータを含めて、主要な財務報告書に組み込むことができます。こうすることで、企業
は、気候変動と自然資本がどのように企業の業績に影響を与えるかについて、またリスクと機
会に対処するために取るべき必要な行動について全体的な視点を得ることができます。
規制当局は、規制やガイダンスに遵守するために、すぐに適用、参照できるフレームワークや、
基準に沿った資料から便益を得ることができます。こうすることで、自然資源や土壌、持続可
能な行動に関連した意思決定を行う企業に対して情報提供ができます。
証券取引所は、気候変動に加えて、環境や自然資本に関連する重要なリスクと機会に関係のあ
る、任意および義務的な新たな上場要件を検討できます。
会計事務所は、環境や自然資本に関係のあるパフォーマンスについて報告を行う企業に対して、
より包括的な保証を提供できます。
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提案されている TNFD スコープ
TNFDフレームワークは、組織がどのように行動するかについて、4本柱（ガバナンス、戦略、
リスク管理、指標と目標）によるアプローチを採用しています（定義については、以下の図 1

および用語集を参照してください）。これは、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
のフレームワークで採用されているものと同じ構造ですが、自然を計測することの難しさ、よ
り広範な政策と市場の進展、およびリスクの体系的な性質を勘案して、TNFDでは「リスクと
機会」という用語のより幅広い定義をそれぞれの柱に取り込んでいく予定です。私たちは、組
織の活動と自然との関係によって組織にもたらされるリスクと機会を広く指して「自然関連リ
スクと機会」という用語を使用することを推奨しています。これには、短期的な財務リスクに
加えて、その影響や自然への依存度に代表される長期的なリスクも含まれます。それぞれの構
成要素の具体的な定義は以下の通りです。
つまり、組織は、自然が組織の直近の財務業績に（プラスまたはマイナスに）どのように影響
を与える可能性があるかについて開示する（「outside in」）だけでなく、組織が自然に（プラ
スまたはマイナスに）どのように影響を与える可能性があるか（「inside out」）についても開
示すべきということです。リスクに対するこのようなアプローチは、財務的マテリアリティに
対する TCFDの広範なアプローチと一致しています。このアプローチでは、直近のリスクにと
どまらず、シナリオなどを活用して移行リスクをも考慮します。さらに、このアプローチは、
環境リスクと機会をどのように管理すべきかについて、金融機関や規制当局の間で新たに議論
され実践されている方向性も反映したものとなっています。個々の組織のガバナンス、戦略、
リスク管理、指標と目標は、自然に対する影響に関連するリスク（「inside out」）を含め、組
織に対するリスク（「outside in」）を軽減するよう設計されたものでなければなりません。こ
のような双方向のアプローチは、自然関連のシステミックリスクをしっかりと特定、評価、管
理し、ひいては個々の組織の長期的なリスクの推定に反映させるうえで必要です。
これを受け TNFDは、「2030年までにノーネットロスを実現し、2050年までにネットゲイン
を実現する」という CBDのゼロドラフトグローバル生物多様性フレームワークの 2つのグロー
バル目標との整合性を大枠で図ろうと試みます。  TNFDフレームワークは、組織が 4本柱に
対して報告できるようにするための体系を提供します。このフレームワークには、非金融会社
と金融機関が、自然に対する影響と依存度を管理するのに、それぞれの事業慣行と資金調達を
どのように整合させるかについてのガイダンスがサポートとして付きます。
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図 1 – 自然関連の財務情報開示に関し推奨されるコア要素

ガ バ ナ ン ス： 影 響、 依 存 度、リスク、機会に関する組織のガバナンス
戦略：組織の事業、戦略、財務計画において、自然に対する影響と依存度、関連するリスクと機会が実際に及ぼす影響と潜在的な影響
リスク管理：自然に対する影響と依存度、関連するリスクと機会を認識、評価、管理する目的で組織が採用するプロセス

指標と目標：関連する自然に対する影響と依存度、関連 す る リ ス ク と 機 会 を 評価、管理する目的で使用する指標と目標

自然関連リスク：上記の各柱において、組織は、自然に対する影響、自然に対する依存度、その結果として生じる財務リスクと機会を考慮する必要があります。
出典：IWG TNFDの非公式テクニカル専門家グループ、TCFD（2017年）： 

気候関連財務情報開示タスクフォースの提言を参考
TNFD フレームワークは、そのスコープに関連する既存のイニシアチブ、フレームワーク、基
準と整合性を図り、それらを活用します。TNFD のアプローチでは、自然関連リスクと機会
についてすでに行われている重要な活動を活用し、活動の重複を避けることが最も重要です。
TNFD は、（情報開示やより広範な活動のための）基準そのものを自ら作ることを目指してはい
ません。TNFD は、GRI、SASB、CDSB、そして近々持ち込まれる IFRS 基準審議会など（これ
らはほんの一例です）の既存のフレームワークや基準に TNFD のアウトプットが統合されるこ
とを目指しています。iii さらに、金融安定理事会（FSB）や気候変動リスク等に係る金融当局ネッ
トワーク（NGFS）など、鍵となる団体やネットワークの活動と連携し、その活動内容を活用
していくことも目指しています。この後、TNFD は、報告主体が専用の「TNFD レポート」を
作成するのではなく、TNFD に沿った報告を主要な企業報告の中に統合するようになることを
目指しています。
TNFD に沿った報告資料を作成する際、金融機関は、企業が開示した資料と第三者のデータソー
スから得られたデータの両方を利用することができます。第三者のデータソースとしては、従
来型の金融調査、格付け、データサービスプロバイダー、リモートセンシングデータ、そして
国連 SEEA フレームワーク、国連 CBD 2020 年以降グローバル生物多様性フレームワークなど
に使用されているデータと指標、NGO などの他の関連ステークホルダーが提供するものなど
の一般公開されているデータベース、ソースや参照先が例として挙げられます。iv 企業の開示
データと第三者のデータソースからのデータは、それぞれ異なる方法で収集・管理されている
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ため、TNFD は金融機関に対して、それぞれのデータをどのように利用し開示を行うかについ
てガイダンスを提供する必要があります。これは、TCFD に比べてスコープが拡大しているこ
とを意味します。
自然関連リスクと機会の定義
私たちは、組織のリスクと機会を広く指すために、組織の活動が自然にもたらす影響について
も「自然関連リスクと機会」という用語を推奨しています。これには、短期的な財務リスクに
加えて、その影響や自然への依存度に代表される長期的なリスクも含まれます。そのため、こ
の用語には、組織がもたらす自然に対する影響、自然への依存度、およびこれらの影響と依存
度から生じる財務リスクと機会が含まれます。それぞれの構成要素の具体的な定義は以下の通
りです。
	◾ 影響：私たちは TNFD が、Science-Based Target Network（SBTN）による定義である、「大

気、水質、土壌汚染や、生態系や［ヒトおよび］ヒト以外の種の生息地の分断・破壊 v、生
態系の改変 vi

	◾ 依存度：私たちは TNFD が、SBTN による定義である、「水の流れや質の制御、火災や洪水
などの危険の制御、授粉、炭素隔離など、人間や組織が機能するために頼っている、人間
にもたらす自然の側面 vii[ 生態系サービス」] を採用することを推奨しています。viii あるビジ
ネスやセクターが自然に対して与える影響は、自然に依存している他のビジネスやセクター
に対して大きな財務リスクをもたらす可能性があることに注意してください。これらのリ
スクは、ほぼすべての市場参加者や社会のセクターに影響を与える可能性があります。
	◾ 自然関連の財務リスクと機会：自然に影響したり依存したりする結果として組織に生じる

すべての財務上のリスクと機会を指します。これには、規制や市場参入などによる、自然
に対するマイナスの影響に起因する財務上の損失や、組織が依存している特定の種や遺伝
的多様性、主要な生態系サービスの喪失に起因するコストが含まれますが、これらに限定
されるものではありません。影響と依存度を十分に分析することで、自然に対するプラス
の影響や、組織が依存する自然の強化から得られる潜在的な経済的利益などの機会を提示
することもできます。TNFD は、自然関連の財務リスクの明確な定義を早期に検討すべきで
す。その定義はおおまかに 2 つのカテゴリーに分類することができ、これは TCFD が採用
するアプローチと一致しています。ix

	◽ 自然関連の物理的なリスクと機会：自然の喪失による物理的リスクは、自然生態系の
機能や機能停止に伴う事象によるもの（急性リスク）と、より長期的な変化によるも
の（慢性リスク）に分類されます。物理的リスクは、資産に対する直接的な損害、製
造プロセスや従業員のウェルビーイングのために重要な（地域や地方の）生態系サー
ビスの喪失、サプライチェーンの崩壊による間接的な影響など、組織に対して財務上
の影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクは、人間のウェルビーイングのた
めに重要な地球規模の生態系サービスの喪失など、他の当事者にとっても財務上・非
財務上の影響を及ぼす可能性もあります。例えば、昆虫による受粉の減少により引き
起こされる農業分野での地域的・局地的な経済的損失や、医療における世界的な経済
的損失などが挙げられます。物理的な機会が、ビジネスの製造プロセスや需要の回復
力を高めるなど、組織にとって財務上の意味を持つ場合もあります。
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	◽ 自然関連の移行リスクと機会：自然にとってプラスの経済に移行していくには、政策・
法律・技術・市場の大々的な変化が必要になる可能性があります。x 自然に起因する
移行リスクは、ビジネスが自然にマイナスの影響を与えると不利になるような変化が
原因でビジネスが経済的な損害を被る場合に生じる可能性があります。例として、評
判リスク、コンプライアンスリスク、債務リスク、訴訟リスクなどが挙げられます。
場合によっては、資産が不採算となり「座礁」してしまう場合もあります。移行機会
は、ビジネスが自然に対して与えるポジティブな影響に報いるような市場の嗜好や要
求の変化により、ビジネスが経済的な利益を享受する場合に生じる可能性があります。
経済全体がもたらす自然に対する影響、Science-Based Target Network（SBTN）など
のコミットメントフレームワーク、CBD の 2020 年以降のグローバル生物多様性フレー
ムワークなどの国際的なフレームワークのすべてが、信頼できる将来の自然関連の目
標に反映されます。また、これらのフレームワークの目標が、変更が必要となる可能
性のある変化を定義し、ゆえに移行リスクの推進力となります。このように、自然に
対する影響は、現在は財務上重要でなくても、将来的には重大な財務リスクを引き起
こす可能性があります。また、デジタル化によって、投資の影響を知ることができる
だけでなく、要望を伝えるためのプラットフォームを提供することで、財務上の意思
決定に対する市民の関与が加速しています。この傾向が継続すると、組織が自然に対
して与える影響に対する市民（ひいては消費者や従業員）の反応は、より顕著かつ即
時的なものとなり、移行のリスクと機会の重要な推進力となるかもしれません。

組織は、どのような影響、依存度、財務リスクと機会が自社の事業慣行や財務活動に関連して
いるかを認識できるよう、科学的に裏付けられたアプローチに従う必要があります。その例と
して、科学的根拠に基づく自然保護目標の設定に関する SBTN の企業向け初期ガイダンスや、
IUCN が最近発表した企業の生物多様性パフォーマンスの計画とモニタリングに関するガイド
ラインなどが挙げられます。xi ガイダンスは、生物多様性および生態系サービスに関する政府
間科学政策プラットフォーム（IPBES）が特定した自然の喪失に関する 5 つの主要な圧力を、
自然の喪失についてより具体的な要因に分けています。xii 組織は、SBTN セクターレベル重要
性評価を活用して、自然の喪失に関するこれらの要因のうち、自社のビジネス慣行や資金調達
活動に関連するものを特定することで、関連する影響や依存度を示すことができます。
自然関連のシステミックリスク：組織自体の財務リスクに加えて、経済全体に対する影響や依
存度により、自然関連のシステミックリスクが生じる可能性があります。システミックリスク
とは、（i）重要な自然のシステムが適切に機能しなくなるリスク、（ii）金融機関の（組織レベ
ルや取引レベルではなく）ポートフォリオレベルで発生するリスク、（iii）システム全体の財務
上の安定性に対するリスク、を指します。報告主体は、（物理的リスクと移行リスクのサブセッ
トである）自然関連リスクを評価する中で、（i）と（ii）を考慮することを要件として義務付け
られる必要があります。TNFD 自体はシステム全体の財務上の安定性に対するリスクを考慮す
る必要がありますが、報告主体は（iii）に関する評価と報告を要件として義務付けられるべき
ではありません。システム全体の財務上の安定性に対する自然関連リスクは、マクロプルーデ
ンス当局にとって特に重要であり、一般的に経済全体（多くの場合グローバル）に影響が及び、
すべての産業に対して重大な影響を同時にもたらします。xiii 重要な自然システムが正常に機能
しなくなるリスクとは、生態系が修復不可能なほど崩壊してしまう「転換点」を指す場合があ
ります。
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提案されているアウトプットと役割
TNFD は、今後 2 年間で次のようなアウトプットを生み出す予定です。
1. 自然関連リスクと機会に関する一連の定義：TNFD は、影響、依存度、およびこれらの影

響や依存度に起因する財務リスクと機会について、明確で正確かつ科学的に裏付けられた
定義を提供し、TNFD に関わるステークホルダー全体のコンセンサスに支えられ、非金融
会社および金融機関が使用できるようにします。前節で示した定義は、発足時にタスク
フォースが検討・調整する必要があります。その際、TNFD は、報告フレームワークと基
準の間で定義の整合性を確保することに注力します。

2. ステークホルダーの状況：TNFD は、自然関連リスクと機会の特定、評価、開示、管理に関
連する他のステークホルダーとの対比で見た TNFD の立場と役割を示す状況評価を作成し
ます。これには、フレームワーク、基準設定者、規制当局、目標設定を進めるような自然・
金融分野の関連イニシアチブが含まれます。

3. ユーザー原則：TNFD は、ユーザーが、自らの組織の状況に合わせて TNFD フレームワー
クを適応させる方法を理解できるようサポートする一連の原則を作成します。タスク
フォース発足時には、このような原則を、業界や地域によって変化させるべきかどうかを
評価する必要があります。

4. 自然関連リスクと機会についての産業別分類システム：TNFD は、既存のエビデンスやフ
レームワーク（ENCORE、SASB、WEF、DNB など xiv）を活用して、自然に対する影響、自
然に対する依存度、これらの影響や依存度から生じる財務リスクと機会についての類型を
産業別に整理して提供します。

5. 情報開示のための段階的なフレームワーク：TNFD は、TNFD に沿った報告の中で、報
告主体が報告を求められる指標と情報を定義します。xv 企業や金融機関、より広範なス
テークホルダーにとって有意義な、有限数の指標を特定することに焦点を当てます。要件
は、徐々に高度化する 3 つの段階に分けて編成されており、柔軟に導入できるようになっ
ています。これは、「自然資本プロトコル」と「BS 8632 Natural Capital Accounting for 

Organisations」に記載されている反復的なアプローチを活用しています。xvi

6. 導入に関する詳細なガイダンス：TNFD は、報告主体がフレームワークの要件を満たす方
法について、より詳細な専門的ガイダンスを作成します。例えば、指標、利用できるデー
タの種類、回答例、優先順位の付け方などに関するガイダンスです。金融機関の場合、こ
のガイダンスは、第三者のデータソースから得られたデータと、企業が開示したデータと
の間の取り扱い方の違いについて扱います。また、TNFD は、自然関連リスクと機会を特
定、評価、管理する方法について、より広範なガイダンスを提供し、他の主体がこれらの
分野におけるフレームワークや基準を策定できるよう支援します。TNFD は、ガイダンス
に加えて、他組織が報告主体のキャパシティ・ビルディングを行い、TNFD に沿った報告
の導入を支援することをサポートし奨励します。詳細な導入ガイダンスでは、組織が自然
関連の財務リスクと機会を推定するうえで、シナリオ分析をどのように活用できるかにつ
いても説明します。xvii これは、最終目標とセクター別の道筋の両方を定義するシナリオに
焦点を当てたもので、タスクフォースによってさらに定義されます。xviiiTNFD は、（とりわ
け）CBD プロセスの成果が出てきたら、それを採用し、考慮する必要があり、また、シナ
リオの構築においても考慮する必要があります。また、気候や自然の変遷の方法について
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も考慮する必要があります。TNFD は、シナリオをどのように活用すべきかについて、非
金融会社、金融機関、政策立案者、科学者のコミュニティとの間での合意形成を支援します。
TNFD は、シナリオ開発を行う第三者が TNFD のガイダンスに沿っていることを確認する
目的で関与を行いますが、自らシナリオを開発することはありません。

7. 試験導入の機会：企業が自然関連リスクを投資家に報告するためのフレームワークの草案
を参考に、テストプロセスを経て改善され、合意された TNFD 報告フレームワークの草案は、
関連する金融規制当局との密接な協力のもと、金融機関や企業でテストされます。TNFD は、
より広範な市場参加者と連携していきます。その目的は、TNFD の提言が、意思決定に役
立ち、市場参加者が実施できるものであることを保証することです。このため、プログラ
ム全体を通して広範に協議し、試験的に導入し、直近よりもはるかに広範な関与があるこ
とを期待しています。テストは UNEP FI がコーディネートし、データ開発者によるテスト
は WBCSD などのビジネスプラットフォーム組織が中小企業の参加を含めてコーディネー
トします。

TNFD は、上記のアウトプットに加えて、TNFD フレームワークの普及と活用を促進するために、
他の主体を関与させる役割も担っています。最も重要な 2 つのステークホルダーグループの例
を以下に示しますが、ここに挙げた他にも多くのステークホルダーが存在しています。
基準設定機関との連携：TNFD は、自発的な普及を促進すると同時に、関連する基準設定機関
に働きかけることで、基準が作成され義務的な報告要件に組み込まれる際に、TNFD に沿った
データ要件と報告が組み込まれるようにします。TNFD は、現在存在する基準やフレームワー
クへのインプットを模索します。xix 可能であれば、報告に関わる全体的な負担を軽減できるよ
う、TNFD と既存の報告フレームワークや基準との間で、新たな定義や類型を作成するのでは
なく、定義を調整することを提案します。
データプロバイダーとの連携：TNFD は、フレームワークの導入をサポートするために、報告
主体に加えて、データおよび分析に関わるコミュニティに働きかける必要があると認識してい
ます。TNFD フレームワークは、既存のデータの使用、解釈、改善だけでなく、現段階ではま
だ入手できない新しいデータに対する需要を高めます。TNFD フレームワークを満たすために
必要なデータインフラの開発を促すために、データプロバイダー、プラットフォーム、ダウン
ストリームデータサービスプロバイダー、非金融会社に働きかけます。これには、新しいデー
タの開発、データの標準化、データへのアクセスの改善が含まれます。これには、他の企業に
よるデータプラットフォームの開発や、関連データの収集・管理方法に関するガイダンスの作
成を奨励することも含まれます。そのためには、TNFD 自身が、必要とされるデータの要件や
より広範なデータ開発を理解するための十分な専門的能力と知識を持っている必要があります。
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TNFD ワークプラン
TNFD ワークプランは、構築、テスト、協議、公表、市場への普及という 5 つのフェーズで構
成されています。フェーズ 0 と呼ばれる準備フェーズには、非公式ワーキンググループに関す
るガイダンス、TNFD の発足、TNFD フレームワークを成功させるための事前調査と試験導入
作業が含まれます。

図 2：TNFDフレームワークの開発フェーズ

フェーズ 0準備
フェーズ 1構築

TNFDの発足：これには、15〜 20の金融機関を対象とした市場準備調査、既存ツールのリソースマッピング調査、ITEGが提案する段階的な優先セクターアプローチの開始などが含まれます。
フレームワーク草案の作成：TNFDの目的、目標、アウトプット、成果を改善し、フレームワークと提言の草案を作成します。専門的な作業として、データスタック、シナリオ、気候と自然の関連性などを行います。

フェーズ 2テスト
フェーズ 3協議

フェーズ 4公表
フェーズ 5普及

テストプロセスでは、関連する金融規制当局との密接な協力のもと、TNFD報告フレームワークと提言の草案が金融機関や企業でテストされます。

フレームワーク草案発表：協議のフィードバックに応じてフレームワークレポートの草案が編集され、TNFDのウェブサイトで公開されます。協議：関連するセクターや地域での広範な普及を促進することを目的としています。

TNFDの完全発足と推進：主要なマイルストーンをいつ、どのように伝えるかを決定し、TNFD発足の推奨事項をサポートするための、プロジェクト全体の内外向けコミュニケーション計画を立てます。
TNFDは、俊敏性、クライアント志向、「実行することで学ぶ」をモットーに、市場がフレームワークを活用するのを支援するために、今後数年間にわたり、リスク管理、シナリオ分析などの詳細なガイダンスを #NextGenに引き続き反復的に提供していきます。
すべてのフェーズにまたがり、対象となるセクター別、地理別のイベント、ステークホルダー、メンバー、ターゲットを絞った研究を通じて、世界的にしっかりと普及させることを目指します。
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フェーズ 0：TNFDの準備と発足
TNFD への準備は、2020 年 9 月から始まりました。このフェーズは 3 つの要
素で構成されています。1 点目は、掘り下げた研究と経験。ここでは、TNFD

に向けた 75 件の非公式ワーキンググループの提言の枠組みを作成します。2

点目は、TNFD の発足。TNFD は 2021 年後半に発足します。3 点目は、概念
実証試験と市場準備調査。ここでは、フレームワークの構築フェーズで自然
関連リスクと依存度に関する官民セクター両方の意思決定に影響する実践面
と、指標、データ、リスク管理、ストレステスト、ツール、主要慣行につい
ての現状を評価します。

フェーズ 1：構築
TNFD のメンバーは、このフェーズで実用的なフレームワークの草案を作成
します。データ中心の、セクター別の、段階的なアプローチを用いること
で、実行可能で利用可能なフレームワークの実現を目指しており、すべての
地域の最先端の研究とイノベーションに基づいています。フレームワークは、
TNFD の原則とスコープに完全に沿ったものであり、市場準備調査と概念実証
試験に基づき構築されたものでなければなりません。

図 3：TNFDフレームワーク要素の概要
提案されているセクター高い影響力と高い依存度に基づく優先度の高いセクター

ティア 

1. 基本 2. 中間 3. 包括的

データと指標
TNFD フレームワークを満
たすために必要なデータイ
ンフラの開発を促すために、
データプロバイダー、プラッ
トフォーム、ダウンストリー
ムデータサービスプロバイ
ダーに働きかけます

報告基準
影響、依存度、機会に関す
る既存の報告基準を比較し
ます

シナリオ
適切な目標、道筋、モデル、
データに基づいて、先を見
据えた自然のシナリオを業
界別に評価します
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TNFD がフレームワークを開発する際に考慮する主な要素については、図 3 を参照してください。
2023 年に TNFD フレームワークが発表された後、主要パートナーと共同で作成されたシナリオ
分析が、より広範で深い普及を促します。TNFD フレームワークの構築は、企業や金融機関な
どの市場が主導する形で行います。また、TNFD メンバーの要望に応じて、基準を定める組織、
規制当局、データプロバイダー、NGO、調査機関などの追加のステークホルダーからのサポー
トを受ける予定です。構築段階では、開示フレームワークの草案（または他のフレームワーク
で採用される可能性のあるフレームワークの要素。「レポーティングフレームワーク」という用
語はこの定義から読み取る必要があります）の作成や、フィードバックのためのユーザー対象
アンケートやフレームワークのテストと協議を行うステップに関する提言を行います。
フェーズ 2：テスト

TNFD フレームワークの草案は、関連する金融規制当局との密接な協力のも
と、金融機関や企業でテストされる予定です。銀行、投資家、保険会社、公庫、
企業など、影響力が大きく依存度の高いセクターから、様々な地域にまたが
りバランスよく参加を募る予定です。このフレームワークは、先進国資本市
場での試験導入に加えて、20 の新興市場でもテストされる予定です。TNFD

フレームワークの草案は、試験導入の結果を受けて改訂される予定です。
フェーズ 3：協議

TNFD 事務局は、フェーズ 2 での試験導入の経験を踏まえ、フレームワーク
の第 2 次草案に関する協議を実施します。自然にとってプラスとなるグロー
バルな金融の流れを支援するうえで、金融規制当局、データ作成者、データ
利用者それぞれがどのように自然関連リスクを評価・開示できるかについて、
外部とのバランスの取れた戦略的な協議を行うことで、テストフェーズに関
与したセクターや地域を超えて、関連するセクターや地域でのフレームワー
クの広範な採用を促進できるはずです。この協議は、金融機関、企業、公的
機関の間で推奨されるツール、測定システム、報告プロトコルを積極的に構
築することにも役立ちます。
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フェーズ 4：公表
TNFD フレームワークは、2023 年下期に発表される予定で、世界的な宣伝と
初期普及を目指しています。また、戦略的な提唱運動を行い、認知度の向上
に加えて、主要な思想家や実行者と提携することで、フレームワークの適用
と普及を支援していきます。
 ◾ TNFDフレームワークの発表：政府、金融規制当局、基準設定機関の支援

を受け、主要なイベントを通じて様々な地域でフレームワークを立ち上げ
ます。
	◾ 採用の促進・提唱：TNFD を金融機関や企業の生態系の中で位置づけ、定

着させるために、内外のコミュニケーションプランを実施します。
フェーズ 5：普及と次のステップ | 2023年 9月以降

2 年間かけて TNFD フレームワークを開発し発表することは、物理的および
移行的なリスクと機会に対するアプローチを評価するための最初のステップ
です。様々な地域にまたがる金融機関や企業に適応でき柔軟性があり、一貫
性と比較可能性を促進するような手法を伝えることになるでしょう。2023 年
以降は、自然のモデリングを担当する者から自然リスクの専門家まで、専門
パートナーのサポートを受けながら、自然シナリオ分析を用いてこれらのリ
スクを評価するための実践的なアプローチなど、より詳細なガイダンスが作
成されることが期待されています。TNFD は、俊敏性、クライアント志向、「実
行することで学ぶ」をモットーに、市場がフレームワークを活用するのを支
援するために、今後数年間にわたり、リスク管理、シナリオ分析などの次世
代ガイダンスを引き続き反復的に提供していきます。すべてのフェーズで、
対象となるセクター別の地理的にバランスの取れたイベント、ステークホル
ダー、メンバー、研究を通じて、世界的にしっかりと普及させることを目指
します。
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TNFD のガバナンス
自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）は、専門家の拡大しつつある意見やガイダン
スを取り入れています。TNFD の活動はこれまで、75 回にわたる非公式ワーキンググループ

（IWG）によって支えられてきました。IWG には、運用資産総額が 8.5 兆米ドルを上回る世界
最大級の銀行、投資家、企業のほか、政府や規制機関も参加しています。TNFD のガバナンス
構造には、議長、事務局、会員グループ、スチュワードシップグループ、ステークホルダーグ
ループが含まれます。図 4 はこの構造の概要を示しています。

図 4：提案されている TNFDのガバナンス構造の概要

事務局

TNFD 共同議長

専門調査ハブ スチュワードシップ	グループ

TNFD メンバー

ステークホルダーグループ

金融機関企業 サービス	プロバイダー

ワーキンググループ 1

ワーキンググループ 3

ワーキンググループ 5

ワーキンググループ 4

ワーキンググループ 2
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メンバー
タスクフォースは業界からの 30 名のメンバーで構成されます。北半球と南半球の金融機関と

「実体経済」の企業が同数ずつ参加します。情報開示に焦点を当てているため、格付け機関、
報告機関、会計事務所、データプロバイダーがメンバーとして含まれる可能性があります。メ
ンバーは、選考基準に沿って、また、TNFD フレームワークの策定に必要な能力や部門別バラ
ンス、地理的バランス、男女比率のバランスを考慮して個人として選出されます。メンバーは、
約 6 週間ごとに定期的にミーティングを行います。また、TNFD の目標と活動計画を十分に準
備して提供できるよう編成された、少なくとも 1 つのワーキンググループに積極的に参加する
ことが求められます。
事務局
TNFD 事務局は、共同議長の監督の下で活動します。事務局は事務局長を中心として活動し、
開示要件の草案作成、会員のエンゲージメント、プロジェクト管理、コミュニケーションな
どの専門家を常勤で配置し、必要に応じて非常勤の専門家を招き、活動計画に記載されてい
る TNFD の成果を促進します。事務局は共同議長の活動をサポートし、ワーキンググループを
コーィネートし、日常業務を管理し、メンバーやその他の TNFD 貢献者と定期的に連絡を取り
合います。事務局をどの組織内にどのように設けるかに関しては、TNFD の発足前に IWG 運営
委員会によって正式に決定されます。
専門調査グループ（TRG）
TRG は、TNFD ワーキンググループの要請に応じて、独立した専門知識と専門的なアドバイス
を提供し、主に TNFD の目標の実現に必要な科学的・技術的専門知識を提供する分散型のバー
チャルハブとして機能します。TRG は、TNFD 事務局の中心メンバーであるテクニカルディレ
クターが監督・展開します。
スチュワードシップグループ
ス チ ュ ワ ー ド シ ッ プ グ ル ー プ は、TNFD を 設 立 し た パ ー ト ナ ー（Global Canopy、UNDP、
UNEP FI、WWF）で構成されており、主要な援助資金供与者の代表者も含まれている場合があ
ります。これらのメンバーに加えて、関連する金融規制当局や基準設定機関などの国際的な組
織やネットワークが、スチュワードシップグループに招待される場合もあります。スチュワー
ドシップグループは共同議長をサポートし、専門的な支援を行い、TNFD の原則との整合性を
確保するために重要な決定を導く手助けをし、TNFD の原則に盛り込まれている重要なトピッ
クについて共同議長が TNFD の目標から逸脱した場合には、特定のケースでステークホルダー
グループにサポートを依頼することができます。
ステークホルダーグループ
ステークホルダーグループには、TNFD に関心を持ち、TNFD を実現するため、あるいは TNFD

の発展を実現する生態系を構築するために時間を費やしてきた様々なステークホルダー（金融
機関、企業、サービスプロバイダー、データプロバイダー、政府、規制当局、国際機関、金融
コンソーシアムやビジネスコンソーシアム、NGO、シンクタンク、研究機関など）が参加します。
TNFD フレームワークの動向を見守り、必要に応じて貢献することに関心のあるステークホル
ダーは、TNFD に重大な利益相反や風評被害リスクをもたらす場合を除き、このグループに参
加することができます。
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TNFD の資金調達と コミュニケーション
TNFDの活動計画（2021年半ばから 2023年半ばまで）に設定された資金調達目標は 1,500万
米ドルです。現時点で、約 8%が契約済み、78%が様々な援助資金供与者（政府、国連機関、
慈善団体）から提示中または検討中となっています。残りの 14%は、主に民間企業からの現
物支援で賄われます。これは、金融セクターや企業による出向やプロボノによる社内外の調査、
テスト、普及のためのものです。TNFDへの現物支援のレベルが上記の 14%を超えることが
予想され、これによりタスクフォースは、現在活動計画で予測されている以上に、その活動範
囲を世界中に広げることができます。
TNFDがコミュニケーションを行う目的は、TNFDフレームワークに対して複数のセクターや
地域にまたがる強いコミットメントをとりつけ、フレームワークの広範な普及と「市場」から
の支援を促進することにあります。これには、TNFDの意欲的で首尾一貫したビジョン、スコー
プ、行動に関する説得力のあるコミュニケーションの策定が含まれます。TNFDのコミュニケー
ションは、IWGフェーズで準備された作業をベースとし、TNFDの様々な「対象者」に対する
キーメッセージの特定、主要な対象者である金融機関へのコミュニケーションの注力、企業の
対象者や NGOや市民社会、グローバルメディアなどの主要なステークホルダーとのコミュニ
ケーションの構築、社内外のコミュニケーションのアプローチと行動などを含むコミュニケー
ション戦略を最終版に仕上げる必要があります。
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国際・地域金融機関
AFD：フランス開発庁（フランス）

BNDES：ブラジル開発銀行 

CAF：ラテンアメリカ開発銀行

EBRD：欧州復興開発銀行
EIB：欧州投資銀行
IFC：国際金融公社
世界銀行

企業
BP（英国）

EcoAdvisors（カナダ）
Ernst & Young（英国）

GlaxoSmithKline（英国）
H&M（スウェーデン）
Iberdrola（スペイン）

ISS ESG：機関 

Shareholder Services（米国）
JBS

Kering

KPMG

Reckitt Benckiser（英国）
Rio Tinto

Tesco（英国）
政府、規制・監督機関

CNBV: Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores（メキシコ）
COFEMA（アルゼンチン）

フランス政府
オランダ政府

ペルー政府
スイス政府 

英国政府
RBA: Retirement Benefits Authority（ケニア）

シンクタンクおよびコンソーシアム
CBD：生物多様性条約

CDSB: Climate Disclosure Standards Board

CEBDS: Brazilian Business Council 

for Sustainable Development 

CEDAF（ドミニカ共和国）
CIFAL Argentina

Ecoacsa（スペイン）
FC4S: Financial Centers for Sustainability 

Finance for Tomorrow

GEF：地球環境ファシリティ
Green Finance Institute（GFI）

IIF：国際金融協会
IIGF: International Institute of Green Finance

OECD：経済協力開発機構 

PRI：責任投資原則
SusCon Japan

SIF: Sustainable Insurance Forum

WBCSD：持続可能な開発のための世界経済人会議 

WEF：世界経済フォーラム
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パートナーグループ 

Global Canopy、UNDP、UNEP FI、WWF

非公式テクニカル専門家グループ
注：ITEG メンバーは、個人としての立場で貢献しています。勤務先組織として 

挙げられている組織名は、個人名を特定する目的だけのために挙げられています。
共同リーダー 

         Nicky Chambers（Global Canopy）|  Simon Zadek（Finance for Biodiversity）
Andre Chanavat（ロンドン証券取引所グループ）

Clara Barby（Impact Management Project）
Claudia Kruse（APG AM）

Corli Pretorius（国連世界自然保全モニタリングセンター）
Frank Hawkins（国際自然保護連合）

Gregory Watson（米州開発銀行）
Joris van Toor（De Nederlandsche Bank）

Katia Karousakis（OECD）

Luciane Moessa de Souza（Soluções 

Inclusivas Sustentáveis）
Ma Jun（公衆環境研究センター）（中国）
Marianne Haahr（Green 

Digital Finance Alliance）
Robin Millington（Planet Tracker）
Rowan Douglas（Willis Towers Watson）
Siobhan Cleary

Vian Sharif（FNZ Group）

知的財産権と免責事項
TNFD は、そのフレームワークおよび報告書を、クリエイティブ・コモンズの条件または
TNFD が選択するその他の「自由に使用できる」条件で、すべての利害関係者（すべてのメンバー
による使用を含む）が自由に使用できるようにします。
注：TNFD の「Nature in Scope」で示された見解は、パートナーグループの支援を受けた「自
然関連財務情報開示タスクフォース」の非公式ワーキンググループ（IWG TNFD）のメンバー
の見解を示したものです。これらの見解は、非公式の準備プロセスから、今後のタスクフォー
スとその共同議長への提言として提示されています。これらの組織のロゴをここで使用してい
ることや、これらの組織からのフィードバックをここに記載していることは、必ずしもこれら
の組織からの支持または投資推奨を示すものではなく、また組織の方針や立場を反映したもの
ではありません。

www.theGEF.org

TNFD の活動は、地球環境ファシリティ（GEF）によるアンカー投資によって
サポートされています。その他の援助資金供与者については、近日中に確定
する予定です。
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注釈
i. DWS などの金融機関、SASB などの基準設定機関、OECD や欧州委員会などの政府間組織、中央銀行、気

候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（NGFS）などの金融監督機関との、環境リスクと機会に関
する議論の中で、組織が環境にもたらす影響をどのように組み込むかについては、多くの議論がなされて
きました。

ii. CBD：生物多様性と持続可能な開発のための 2030 年アジェンダおよび 2050 年に向けたビジョン
iii. GRI（Global Reporting Initiative）、SASB（Sustainability Accounting Standards Board）、CDSB（Climate 

Disclosure Standards Board）、IFRS（International Financial Reporting Standards）：
iv. データサービスプロバイダーの例として、S&P Global や Bloomberg などが挙げられます。公会計の例と

して、一般に公開されている会社の記録、土地登記簿、その他のデータセットなどが挙げられます。
v. 「生態系」とは、植物、動物、微生物のコミュニティと、それらの非生物環境が機能的単位として相互に

作用しているダイナミックな複合体を指します。CBD（2020 年）：用語の使用。
vi. Science-Based Targets for Nature（2020 年）：Initial Guidance for Business 

vii. IPBES では、「自然がもたらすもの（NCP: Nature Contributions to People）」を、「生きた自然（生物の多
様性、生態系、およびそれらに関連する生態学的・進化的プロセス）が人間の生活の質に及ぼす、プラス
とマイナスの両方の貢献。自然からの有益な貢献には、食料供給、水の浄化、洪水の抑制、芸術的刺激な
どがあり、有害な貢献には、病気の伝染、人やその資産に損害を与える捕食などがあり、多くの NCP は、
文化的、時間的、空間的なコンテクストに応じて、有益または有害として認識される可能性がある」と定
義しています。

viii. Science-Based Targets for Nature（2020 年）：Initial Guidance for Business 

ix. TCFD（2017 年）：気候関連財務情報開示タスクフォースの提言
x. 「ネイチャー・ポジティブ」の定義を含め、TNFD の活動の規範となる枠組みは、政府間および国際的な合

意に基づいています。
xi. Science-Based Targets for Nature（2020 年）：Initial Guidance for Business、IUCN（2021 年）：生物多様

性パフォーマンスに関する企業の計画とモニタリングのためのガイドライン
xii. 自然の喪失に関する IPBES の 5 つの圧力には、（i）土地・海・水の使用の変化、（ii）資源の開発、（iii）気

候変動、（iv）汚染、（v）侵入者とその他、が挙げられます。
xiii. これらのリスクがどのように顕在化するかについては、付録 I にあるシステミックリスクの議論を参照し

てください。
xiv. https://encore.naturalcapital.finance/en; https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/; WEF

（2020 年）：Nature Risk Rising、DNB（2020 年）：Indebted to Nature: Exploring biodiversity risks for the 

Dutch Financial Sector

https://encore.naturalcapital.finance/en
https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-ma
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xv. TNFD フレームワークの具体的な要件はタスクフォース発足後に決定予定ですが、そのような要件の例と
して、以下の質問に対する回答が候補として考えられます。（i）取締役会レベルでの自然に対する取り組
みは？（ii）自然関連の影響、依存度、リスク、機会を管理するうえで、どのようなガバナンスやプロセ
スがありますか？（iii）自然関連の影響、依存度、リスク、機会を管理するうえで、どのような方針があ
りますか？（iv）自然関連の影響、依存度、リスク、機会を管理するうえで、どのような戦略上または運
営上の計画がありますか？

xvi. https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/bs-8632/; https://capitalscoalition.

org/capitals-approach/natural-capital-protocol/ 

xvii. 自然関連の金融リスクと機会を管理する方法に関する広範なガイダンスは、非金融会社や金融機関がリス
クを軽減し、機会を活用するために取ることのできる実践的な行動を提供するものと思われます。

xviii. シナリオの到達点を設定することが最終目標で、通常は指標の小セットで定義されます。セクター別の
道筋とは、特定のセクターの時系列での変化を表すもので、通常は製造プロセスや技術の採用における
変化と関連しています。自然に関連するシナリオでは、後者はバリューチェーン全体での変革について
考えます。

xix. また、ISO 規格、自然資本プロトコル、生態系と生物多様性の経済学（TEEB）、英国規格協会、グローバ
ル・フットプリント・ネットワークなどの関連フレームワークや基準のより広範なエコシステムも活用
します。

https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/bs-8632
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/  
https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capital-protocol/  
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