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導入と目標
1.1 はじめに

1. 自然 1 は幅広く複雑なテーマであり、企業や金融機関のリスク管理を促進するための統一さ
れた定義、基準、指標がないことが一般的です。しかし、科学、世論、非金融会社、金融
機関の間では、ビジネスが自然に対して与える影響や依存性、そして多様性に富んだ「自然」
とは何かという認識が急速に高まっています。組織が日々の意思決定においてこのことを
理解し、把握できるようにすることが非常に重要です。

2. 2020 年 9 月には、世界的な金融セクター主導による非公式ワーキンググループ（IWG）
が設立され、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）が計画されました。IWG は、
非金融会社、金融機関、規制当局、NGO、政府の代表者で構成されており、TNFD の専門
的スコープと運営モデルに関する提言を定め、TNFD を 2021 年に発足させるべく招集さ
れました。
3. TNFD が発足されれば、常に変化する自然関連リスクを組織 2（非金融会社および金融機関）

が報告し、変化に基づき行動を起こすためのフレームワークを策定していくことになりま
す。このフレームワークは、自然が組織にどのような影響を与えるかだけでなく、組織が
自然にどのような影響を与えるかについても対処します。これにより、世界経済が依存し
ている自然資本を保護・回復する機会が生まれ、経済活動が持続可能な開発目標（SDGs）
に沿ったものとなり、自然を保護するうえで重要な役割を果たしている先住民や地域コ
ミュニティの権利を含む、国際的に認められている人権の尊重につながることを期待して
います。

4. このフレームワークは、組織が自然の状態の悪化や、国連の生物多様性条約（CBD）のよ
うな将来の自然関連の国際的協定や、来るべき 2020 年以降のグローバル生物多様性フレー
3
ムワークで定められた目標に沿った経済への移行に関連する財務リスクと機会 を理解し、
開示し、管理するためのメカニズムとしての役割を果たします。TNFD のアプローチの中
心となるのは、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、既存の活動
と重複せずに活用する必要性です。
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1.2 目標

5. 多くのセクターで、自然に関連するリスクの把握と報告が進んでいますが、現在の大規模
な自然の喪失に対処するための変化にはまだ至っていません。多くの非金融会社や金融機
関は、事業活動や資金調達において自然が果たす役割を考慮し始めていますが、自然に起
因する財務リスクや機会へのエクスポージャーを評価・管理するための一貫した包括的な
フレームワークについては、まだコンセンサスが得られていません。

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。
6. 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。
7. 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第 2.2 節の通りです。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。
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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

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

リスク管理：自然に対する影
響と依存度、関連する機会を
認識、評価、管理する目的で
組織が採用するプロセス

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
8. 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
4
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（定
義とさらなる議論は第 2.2 節を参照してください）。
9. 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
5
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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10. 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
6
プットが統合されることを目指しています。 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。
11. タスクフォース発足時には、関連する基準の設定主体とどのように協力するのが最善であ
るかを検討します（第 2.3 節を参照してください）
。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。

12. 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。7 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。
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使用、定義、
アウトプット、役割
2.1 用途と利用者

13. 金融セクターが自然関連リスクと機会をより確実に把握するためには、TNFD フレームワー
8
クが、非金融会社と金融機関 の両方によってすぐに使用可能であり、時間をかけて継続的
に改善される必要があります。開示情報が自然関連リスクに関する「意思決定に有用な」
情報を必ず提供できるようにするために、TNFD は、TNFD に沿った報告が情報提供する
重要な意思決定を特定する必要があります。以下に、TNFD に沿った報告の利用方法とし
て考えられる 2 つの例を示しています。

14. 財務諸表を補完し、企業価値評価、信用リスク、市場リスク、ビジネスリスクに関する決
定に役立てるため。組織の自然に対する影響や依存度は、自然関連の財務リスクを示す場
合があり、これらの情報は現在は財務諸表に反映されていないものの、様々なステークホ
ルダーにとっては関連する財務情報となり得ます。場合によっては、これらのリスクは、
9
（長期的な）
企業価値 、
発行体の信用度や証券の価格設定に影響を与える可能性があります。
特に、自然の喪失や生態系の劣化が現在の速度で続く場合には、このようなリスクが発生
する可能性があります。潜在的な（内部および外部の）利用者の例として以下が挙げられ
ます。
•
•

•
•

非金融会社は、長期的な回復力を高め、これを外部の投資家に伝えるために、中核的
な企業リスク管理プロセスを通じて、自然に対する影響と依存度に関連する財務リス
クを内部で管理することを努めています。

金融機関は、（潜在的な）投資、保険商品、融資（および企業とプロジェクトの両方）
に関する自然に対する影響と依存度を通じて、財務リスクへのエクスポージャーを内
部で理解し、これを外部の投資家に伝えるとともに、投資先や融資先の適切な資本コ
ストを決定することを努めています。
環境要因の潜在的な財務的重要性を体系的に組み込むための開示を利用することを意
図した調査、格付け、データプロバイダー、基準設定機関。

金融監督者やマクロプルーデンス当局は、政策立案を支援するために、自然関連の財
務リスクに対する金融システムのエクスポージャーを理解し分析する目的で、情報開
示を利用しようとしています。
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15. 自然に対する影響と依存度 10 を判断するため。TNFD フレームワークで報告されるアウト
プットの中には、組織の自然に対する影響や依存度を示すものがありますが、これは（ま
だ）企業価値の決定には用いられていません。ここで挙げられている報告されるアウトプッ
トの潜在的な（内部および外部の）利用者の例として以下が挙げられます。
•
•

•
•
•
•
•

社内の短期・中期・長期のリスクと機会を評価し、社外へのサステナビリティ報告と
投資家へのエンゲージメントに役立てるために、自然に対する影響と依存度を社内で
理解しようとしている非金融会社
社外への報告、ポートフォリオ管理、戦略策定のために、また、投資プロセス（非公
式または公式に ESG に関する考慮事項に関連しているかどうかを問わない）に役立
てるために、自社の資金調達が環境、社会、ガバナンス（ESG）に与える影響を社内
で理解しようとしている金融機関

ガバナンスやスチュワードシップ（株主による議決、コーポレート・エンゲージメント、
公共政策へのエンゲージメントを含む）に ESG 要素を組み込むために、情報開示を
利用しようとしている金融機関
政策立案や対外的なコミットメントとの整合を支援するために、組織やセクターがも
たらす自然に対する影響と依存度を理解するために情報開示を利用しようとしている
公的機関
自分の貯蓄や投資がもたらす影響を理解するために、情報開示を利用しようとしてい
る一般市民
政策立案を支援するために自然に対する影響と依存度を通じて金融機関の金融リスク
に対するエクスポージャーを理解し分析するために情報開示を利用しようとしている
金融監督者

政策立案を支援するために、金融システムレベルでの自然に対するマイナスの影響と
依存度が集約することでもたらされる潜在的なシステミックリスクを理解する目的で
情報開示を利用しようとしているマクロプルーデンス当局

2.2 自然関連リスクと機会の定義

16. 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、その自然に対する影響と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。

17. 影響：私たちは TNFD が、Science-Based Target Network（SBTN）による定義である、「大
11
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 、生
態系の改変を含む、ある会社やその他主体による、自然の状態に対するプラスまたはマイ
12
ナスの影響」 を採用することを推奨しています。用語集に記載されているように、本書で
使用されている「自然」の定義は、自然資本プロトコルや ENCORE ツールなどの既存のイ
ニシアティブに沿って、自然資本資産の一部（但し全部ではない）を包含しています。自
然の定義についての詳しい説明は、付録 1 の議論を参照してください。
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18. 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
13
14
間にもたらす自然の側面 [ 生態系サービス ]」 を採用することを推奨しています。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。
19. 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
15
用するアプローチと一致しています。
•

•

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、農業分野では昆虫による受粉の減
少により地域的・局地的な経済的損失が発生し、医療分野では遺伝的生物多様性の減
少により研究開発が阻害され、経済的損失が世界的に発生することになります。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。

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。16 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は、変更が必要となる可能
性のある変化を定義することから、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
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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。

20. 組織は、科学的に裏付けられたアプローチに従い、自社の事業慣行や財務活動に関連する
直接的リスク、依存度、影響、移行リスクを念頭に置いてリスクを特定する必要があります。
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
17
グに関するガイドラインなどが挙げられます。 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
18
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。 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。組織は、財務上の機会を特定し評価することが、第 2.1 節で
概説した組織内部にとっての多くの目的に役立つと考えるかもしれません。ですが、報告
に機会を含めることを求めるべきではありません。
21. 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。19 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。システミックリスクに
関するより詳細なタイプ分類と議論については、付録 1 を参照してください。TNFD は、
「転
換点」および関連するシステミックリスクを評価し報告することの実用性を検討する必要
があります。
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2.3 アウトプットと役割

TNFD は、次のようなアウトプットを生み出す予定です。

22. 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。

23. ステークホルダーの状況：TNFD は、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。
24. 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。付録 II には、
TNFD が参考にできる関連する報告原則が列挙されていますが、既存の測定・報告フレー
ムワークと TNFD のスコープの違いを考慮して、これらの原則を調整する必要があること
が認識されています。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。
25. 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 20）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。

26. 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、主
21
体が報告を求められる指標と情報を定義します。 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。22 段階的なフレー
ムワークの詳細については、第 3.2 節で説明しています。

27. 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。第 1.2 節で説明した
ように、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っています。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
23
のように活用できるかについても説明します。 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
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ます。 前述の移行リスクに関連して説明した通り、経済全体がもたらす自然に対する影
響、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。この結果、TNFD 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。ここでは、気候や自然の変遷がどのように相互作用するかも考慮する
必要があります（付録 I にある気候に関する説明を参照してください）。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
24

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。

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。

28. 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。第 1.2 節で説明した通り、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ており、自ら基準を策定
することはありません。25 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。基準設定機関や規制当局との連携については、
付録 1 を参照してください。

29. 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、
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る場合があります。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。

12

提案されている専門的スコープ
TNFD への提言

優先順位付けと進捗状況
3.1 優先順位付け

30. TNFD フレームワークに合わせた報告を行うことは、報告主体にとって相当な作業量とな

りますが、これを実現するために報告主体が持っているリソースは限られていることが
ほとんどです。第 2.3 節で説明した通り、TNFD は公式ガイダンスに加えて、報告主体が
TNFD に沿った報告を実施するのを支援するためのキャパシティ・ビルディングの提供も
支援しています。それでも、TNFD の目標を達成するために TNFD フレームワークの効果
を最大化するためには、報告主体がフレームワークの特定の側面に優先的に取り組むこと
から始める必要があります。報告主体が非金融会社か金融機関かによってアプローチは異
なりますが、いずれの場合も、報告主体が時間をかけて実践を積み重ねることが重要であ
り、期待されています。以下の段落では、報告主体がどのように開示を優先すべきかを示
す 2 つのステップを提案しています。これらの提案は、報告主体が最も利用しやすい出発
点を特定するものですが、TNFD に沿った報告を行ううえで何が十分であるかを定義する
ものではないことに注意してください（第 3.2 節および付録 1 にあるより詳しい説明を参
照してください）。タスクフォースが発足したら、優先順位付けに関するより詳細なガイ
ドラインを作成する必要があります。

31. ステップ 1：報告主体は、まず、自然に対する影響と依存度が最も大きい産業の情報開示
を優先する必要がある：この基準は、複数の産業にまたがって事業を展開している非金融
会社や、複数の産業に対し融資を行っている金融機関に関連があります。最優先すべき産
業を特定するために、タスクフォースの発足時には、産業間の影響や依存度を比較した既
存の研究成果を評価し、必要に応じて追加分析を依頼する必要があります。TNFD が考慮
すべき分析やフレームワークには、
（ENCORE ツールを使用した）UNEP-WCMC の「Beyond
26
'Business as Usual'」レポート、 SBTN セクターレベル重要性評価、27 SASB 重要性マッ
28
29
プ、 Trucost お よ び Natural Capital Coalition に よ る Natural Capital Impact Ranking、
Allianz Natural Capital Risk Analysis、30 WEF Nature Risk Rising レポート、31 EU Business@
Biodiversity プログラム、32 Align and Transparent イニシアチブ、33 OECD Due Diligence
Guidance for Responsible Business Conduct、34 IPBES Methodological Assessment of the
Impact and Dependence of Business on Biodiversity and Nature's Contributions to People
などが例として挙げられます。 これに加えて、自然に対する影響と依存度は、気候に対
する影響と依存度とは異なり地域固有のものであるため、より細分化された地理的空間ス
ケールで評価しなければならないことを強調することが重要です。自然に対する影響が最
も大きい産業が判明している一方で、その影響がどこで、どのようにして起こるのかとい
35
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う具体的な内容は必ずしも明らかになっているわけではありません。報告を行う者は、そ
の影響と依存度について、最も細分化された地理的空間的フットプリントの取得を目指
す 必 要 が あ り ま す。IUCN Threat Classification Scheme and Red Lists of Ecosystems and
Species36 は、絶滅や崩壊のリスクが最も高い自然（種や生態系）の構成要素と、そのリス

クを引き起こしているプロセスを特定しています。生物多様性総合評価ツール（IBAT）は、
主要生物多様性地域を含むこれらの重要な構成要素に関する地理空間情報へのアクセスを
37
提供します。

32. TNFD は、金融機関、金融規制当局、指数銘柄選定会社、格付け機関、市場分析会社が

最も広く使用しているカテゴリーと一致する業界カテゴリーを使用する必要があります。
TNFD は、まず、MSCI の世界産業分類基準（GICS）や国際標準産業分類（ISIC）などのグ
ローバル基準を検討します。また、必要に応じて、欧州共同体における経済活動の統計的
分類（NACE）や北米産業分類システム（NAICS）などの地域的な基準を考慮する場合もあ
38
ります。 TNFD は、これらの分類システムのうち、どのシステムを使用するのが適切か
を評価し、様々な分類間の対応表を提供する必要があります。また、市場ベースの分類ス
キームと生産ベースの分類スキームとの相対的なメリットとデメリットについても検討す
る必要があります。

33. ステップ 2：優先産業の中で、報告主体は、最も重要なタイプの自然関連リスクと、十分
な質のデータが容易に入手できるものについて、優先的に開示しなければならない：この
基準は、すべての非金融会社と金融機関に関連があります。長期的な財務移行リスクの先
行指標として影響を含めることに伴い、組織の観点から最も重要なリスクと自然の観点か
ら最も重要なリスクの両方を指し、地理的な影響を及ぼす可能性が高いものを指します。
タスクフォースの発足時には、どのタイプの影響、依存度、リスクを最優先すべきかを特
定する方法についてのガイダンスを示すために、様々なタイプの影響、依存度、リスクを
比較した既存の研究を評価し、必要に応じて追加分析を依頼する必要があります。そのた
めには、上記のようなフレームワークも有用です。また、科学的根拠に基づいて、生態系
が修復不可能なほど崩壊する可能性のある「転換点」に関連する自然の影響の種類を検討
し、優先順位をつける必要があります。
34. データの可用性に基づく優先順位付けの方法に関するガイダンスを提供するために、TNFD
は、企業の情報開示に関する既存のフレームワークを通じて提供されるデータだけでなく、
第三者のデータソースを考慮して、様々な地域の様々な自然の側面に関するデータの可用
性についての迅速な評価を委託する必要があります。データ品質については、関連性、
（デー
タが空間的に明示されているかどうかを含む）分解能、一時性、更新頻度、地理的範囲、
アクセス可能性、比較可能性、テーマ別範囲、トレーサビリティを含む権威性の側面を考
慮する必要があります（データの質についてのより詳細な説明は付録 II を参照してくださ
い）。TNFD のガイダンスに基づき報告主体が重要かもしれないと考える自然の特定の構成
要素についてデータが入手できない場合、TNFD は、データの直接収集が実行不可能な場
合の推定方法の開発支援を含め、非金融会社、金融機関およびデータプロバイダーがギャッ
プを埋めることを奨励・支援する必要があります。
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35. 金融機関はまず、具体的なデット投資やエクイティ投資から始めなければならない：これ
には、上場負債商品、上場株式、非上場プロジェクト・ファイナンス、プロジェクト関連
のコーポレートローンが含まれます。このフレームワークは、エクエーター原則や IFC パ
39
フォーマンス基準 6 による自然に対する影響に関する既存の取り組みに沿ったものです。
この提言は、評価を行うのが最も簡単であると報告主体が考えるところから始めることを
認めるものであり、TNFD に沿った報告を行うのにデット商品やエクイティ商品で十分で
あることを意味するものではないことに注意してください。この点については、第 3.2 節
と付録 I を参照してください。
36. TNFD の技術的スコープへの影響：上記の「優先順位付け」の基準は、TNFD フレームワー

クをどのように漸進的に実施するかについて報告主体に提言するものですが、TNFD が自
らの活動プログラムに取り組む方法にも影響を与えます。TNFD フレームワークを策定す
るにあたり、TNFD 自身も同じ優先順位付けのガイドラインに従う必要があります。これ
により、限られたリソースと時間枠の中で、目標達成の可能性を最大限に高めることがで
きます。

3.2 段階的なフレームワーク

37. 上記の優先順位付けのガイダンスに加えて、TNFD は、報告主体が徐々にフレームワーク
に合わせていくための柔軟で段階的なアプローチを定めています。段階的なフレームワー
クでは、高度化する要件を 3 段階に分けて提示します。複数段階を設けることで、現在の
報告慣行を考慮した特定の要件の実用性と、自然関連リスクを確実に評価するための要件
の重要性のバランスをとっています。このように、下位の段階では、リスクと機会の評価
に有効なフレームワークを確保しつつ、実施に対する難易度が相対的に低くなります。こ
れにより、すべてのユーザーが自然関連リスクの報告を開始し、基本的なレベルに到達で
き、データ、ツール、能力の開発や基準の出現に応じて時間をかけて発展させることがで
きます。これは、自然関連リスクに関連するより複雑なレベルを反映するため、TCFD と
比較するとアプローチが異なっています。
38. 要件の 3 つの段階は、以下のように定義されています。
•

•
•

第 1 段階 –「基本」– 自然関連リスク、影響、依存度（定義は第 2.2 節にある通りで、
可能な限り地理的に明示されています）の中核的な評価を定義します。強固であると
考えられますが、対象範囲と精度の点で大きな改善の余地があります。
第 2 段階 –「中間」– 中間的な道筋を定義します。簡略化により一部限定してしまうも
のの、自然関連リスクをより完全に評価します。

第 3 段階 –「包括的」– TNFD フレームワークとの完全な整合性と、自然関連リスクの
完全な評価を定義します。この段階では、TNFD が目標を達成する可能性が最も高く
なります。

39. 段階は、報告主体が（依存度と影響の両方について）自然関連リスクと機会へのエクスポー
ジャー、および TNFD フレームワークに照らして評価・開示する能力に応じて開始段階を
自ら選択し、TNFD フレームワークに徐々に合わせていけるよう柔軟なアプローチを提供
しています。こうすることで、このフレームワークでは、報告主体の組織規模、能力、デー
タの質などが多岐にわたっていることを考慮して、実施に柔軟性を持たせています。組織
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は、すべての事業や投資において、1 つの段階にこだわる必要はありません。例えば、あ
る業界では包括的段階に合わせ、他の業界では基本段階に合わせるという選択をすること
ができます。これにより、第 3.1 節で示したような優先順位付けをすることができます。
付録 1 では、セクター、リスクの種類、融資の種類など、様々な分野に関連して、3 つの
段階で要件をどのように発展させていくかについて、理解を助ける一連の提言を行ってい
ます。このような多様性を考慮すると、タスクフォースは、様々な段階で TNFD に沿った
報告の比較可能性を維持する方法を慎重に検討する必要があります。

40. これらの段階は、報告のアプローチが洗練されてきたことを表していますが、必ずしもパ
フォーマンス向上を示すわけではありません。つまり、段階が高いほど、自然関連リスク
に対するエクスポージャーや管理に関する透明性が高いことを意味しますが、高いからと
言って必ずしも自然関連リスクへのエクスポージャーが少ないことや管理が効果的である
ことを意味するわけではありません。3 つの各段階に含まれる様々な要素には、様々な用
途があり、様々な報告主体とエンドユーザーに関連があります（詳細は第 2.1 節を参照し
てください）。

41. 段階的なフレームワークは、経時的な進化を示唆しています。TNFD は、報告主体が時間
をかけてより多くの報告をより高い段階に進めることを奨励するインセンティブメカニズ
ムを考案予定です。タスクフォースが発足すると、どのようなタイプのインセンティブメ
カニズムが適切かを評価します。報告主体のポートフォリオ全体の段階を公式に認めたり、
ピアグループの比較ツールなどを候補として検討しています。タスクフォースは、報告主
体の多様性を考慮して、報告主体が時間をかけて報告を改善することにコミットすべきか、
どのようにコミットすべきか、また、そのための適切なタイムラインは何かを検討する必
要があります。透明性を高めることで TNFD の目標達成の可能性が高まるため、すべての
報告で「包括的」な段階に到達することが望まれています。

3.3 スコープに関する詳細な検討事項

42. TNFD は、上記のスコープを実現するにあたり、様々な種類の自然関連リスクと機会、自
然の側面、資金の流れなど、TNFD の権限に何が含まれ、何が含まれないかという、より
詳細な問題に直面することになります。付録 1 では、これらの側面を要約し、推奨事項を
提示するとともに、さらなる議論が必要な場合には選択肢を示しています。
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付録 I：スコープに関する
詳細な検討事項
43. 以下の節では、5 つの領域におけるスコープの検討についてより詳細に説明します。
•

•

•
•

•

自然関連リスクと機会 – どのような種類の影響、依存度、財務リスクと機会がスコー
プの対象となるのですか？
自然 – 自然に関するどの側面がスコープの対象となるのですか？

気候 – 気候関連のリスクと機会について、どのような検討事項がスコープの対象とな
るのですか？
資金調達 – どのような資金的な流れがスコープの対象となるのですか？

指標とデータ – どのような指標とデータがスコープの対象となるのですか？

44. 各節の構成は以下の通りです。
•

定義 – 範囲自体の定義

•

TNFD 発足時に、追加的に選択しなければならないスコープは何ですか？

•

•

•

TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

報告主体に対する要件がどのように段階的に行われるかの説明 – 領域に関連する報告
主体の要件が、第 3.2 節で概説した 3 つの段階に対してどのようにマッピングされる
かを説明したもの。これは、この領域に関連するすべての要件を概説しようとするも
のではなく、各段階で何が必要かを決定的に示すものではないことに注意してくださ
い。この例は、第 3.1 節にある優先順位付けに関する説明を参考に、3 つの段階で要
件のスコープがどのように異なるかを説明することを目的としています。

自然関連リスクと機会
定義

45. 第 2.2 節で定義されている通り、自然関連リスクと機会は、自然に対するプラスまたはマ
イナスの影響、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
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機会を総称したものです。「自然関連リスクと機会」の領域では、どのような種類の影響、
依存度、財務リスクと機会がスコープの対象となるのかを検討します。
TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

46. 影響：第 2.2 節の定義に従い、すべての関連する影響がスコープの対象となります。TNFD
は、組織がこれらを特定するうえで従うべき、科学的に裏付けられたアプローチを特定す
る必要があります。影響はさらに以下のように分類されます。
•
•

•

直接的な影響：組織自らの事業がもたらす自然に対する直接的な影響であり、より広
範なバリューチェーンの影響を含みません。
上流の影響：組織の上流のバリューチェーンの事業がもたらす、自然に対する影響を
指します。タスクフォースの発足時には、上流のサプライヤー層の具体的な境界を決
定しますが、ほとんどの場合、可能な限り多くの層をスコープに含める必要がありま
す。

下流の影響：組織の下流のバリューチェーンの事業に加えて、販売された製品の使用
および使用後の処理がもたらす、自然に対する影響を指します。40 これは、企業が製
造する（または当該金融機関が融資を行う）製品やサービスのライフサイクル全体が
もたらす、自然に対する影響を反映したものです。

47. 依存度：第 2.2 節の定義に従い、直接的な依存度とより広範なバリューチェーン内の依存
度（上記の影響に関する定義と同様）の両方を含む、すべての関連する依存度がスコープ
の対象となります。これには、木材としての木の利用のように、利用されることで供給が
減少する消費型生態系サービスと、炭素吸収目的の木の利用のように、利用されることで
供給が変化しない非消費型生態系サービスの両方への依存が含まれます。なお、生態系サー
ビスが非消費型のものであっても、上記のような影響によってその供給が大きく損なわれ
る可能性があります。TNFD は、組織がこれらを特定するうえで従うべき、科学的に裏付
けられたアプローチを特定する必要があります。

48. 自然関連の財務リスクと機会：第 2.2 節の定義に従い、すべての関連する財務リスクと機
会が TNFD フレームワークのスコープの対象となりますが、報告主体が、開示において、
機会に関する情報を含めることは期待されていません。自然関連の財務リスクと機会に関
する文献はまだ出てきていませんが、提供されているフレームワークでは、第 2.2 節で述
べたように、物理的リスクと機会、移行リスクと機会（後者には債務リスクや訴訟リス
クも含まれています）という 2 つの主要な伝達経路を特定する傾向があります。41 42 43 44
TCFD による気候変動リスクの分類と類似しています（次ページのボックス 2 を参照して
ください）。

49. 自然関連のシステミックリスク：第 2.2 節の定義に従い、システミックリスクはスコープ
の対象となります。報告主体には、システム全体の財務上の安定性に対するリスクの評価、
管理、報告を行うことは求められませんが、重要な自然のシステムが適切に機能しなくな
るリスクや、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
生するリスクの評価、管理、報告を行うことが求められます。TNFD 自体は、特にマクロ
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気候関連リスクのための TCFD フレームワーク

TCFD では、以下の 2 種類の気候関連リスクを認識しています。
•

•

気候関連の物理的リスク：気候変動による物理的リスクには、気候パター
ンの変化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）があります。物理的リスクは、資産に対する直接的
な損害、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。

気候関連の移行リスク：低炭素経済に移行していくには、気候変動に関す
る緩和策や適応策を講じるために、重点的な政策・法律・技術・市場の変
化が必要になる可能性があります。このような変化の性質、スピード、焦
点に応じて、移行リスクにより、組織に様々なレベルの財務上および評判
上のリスクがもたらされる可能性があります。

プルーデンス当局とのやり取りの中で、金融安定化に対するシステム全体のリスクを評価
することになります（詳細については、以下の「スコープの選択」における説明を参照し
てください）。金融安定化にとってのリスクを科学的に理解し、その発生率と影響の両方
45
をマッピングして予測する必要があります。 システミックリスクは、以下のようにいく
つかの方法で顕在化する可能性があります。

50. 物理的リスクは、以下のような形でシステミックリスクへと顕在化する可能性があります。

• （種、種の多様性、遺伝的多様性の減少などの）自然の喪失により、自然が重要な生
態系サービスを提供できなくなると、ひいては他の多くの生態系サービスを提供でき
なくなる可能性があります。これは、生態系サービスがシステミックに「提供されな
いこと」につながり、ひいては自然のシステミックな破壊につながり、最終的にはシ
ステミックな財務リスク（複数のセクターで同時に大きな損失を被ること）につなが
る可能性があります。システミックな物理的リスクの例としては、永久凍土の融解、
危機的な湖での濁りと藻類の大発生、サンゴ礁の白化、乱獲による漁業の崩壊、火災
負荷が高い環境下での熱帯林のサバンナ型生態系への移行、人獣共通感染症の発生な
どが挙げられます。
•
•

自然の喪失の要因により、多くの生態系サービスの提供が同時に大幅に減少される場
合、自然がシステミックに「提供されないこと」にもつながります。その結果、シス
テミックな財務リスクを引き起こす可能性があります。

ある生態系サービスが提供されなくなり、その結果、様々な産業や地域で実質的な経
済的混乱が発生した場合、システミックな財務リスクにつながる可能性があります。

51. 移行リスクは、以下のような形でシステミックリスクへと顕在化する可能性があります。
•

自然の喪失に対する政策、法律、技術的対応、社会的対応 46 が、多くのセクターに同
様のマイナスの影響を与えることで、累積的に大きなマイナス影響が及ぼされ、シス
テミックな財務リスクにつながる可能性があります。
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•

複数の政策、法律、技術的対応、社会的対応が同時に施行された場合、多くのセクター
に影響が及ぼされ、システミックな財務リスクにつながる可能性があります。

52. 2030 年と 2050 年までの時間軸：TNFD では、上記のすべてのリスクと機会について、
2030 年と 2050 年の 2 つの時間軸を考慮しています。これらは、2030 年までの目標とター
ゲットを定めた CBD グローバル生物多様性フレームワーク（および国連の持続可能な開
発目標）と、生物多様性が「評価され、保全され、回復され、そして賢明に利用され、そ
のことによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、全ての人々に不可欠
47
な恩恵が与えられる」 という 2050 年の長期ビジョンに沿ったものです。TNFD は将来的
に、これらの時間軸を調整するメカニズムを検討する必要があります。

TNFD 発足時に、追加的に選択しなければならないスコープは何ですか？

53. マクロプルーデンス当局との関わり：48 システミックリスクを考慮するうえで、TNFD は、
個々の金融機関レベルの影響、依存度、財務リスクが、地理的レベルやセクターレベルで
金融機関全体にどのように集約され、財務上の安定性へのリスクにつながるかを考慮する
必要があります。情報は、様々な金融機関レベルのリスク間の相関関係の程度と性質を認
識した上で、マクロプルーデンス当局にとって有用と思われる方法でまとめられる必要が
あります。TNFD が、
（i）フレームワークの有用性を確保するための開発の舵取り、および（ii）
自然関連リスクに関するシステム全体のストレステストを支援するために、マクロプルー
デンス当局とどの程度関わり、協働するかについては、複数の選択肢が残っています。後
者の場合、単に関連データを渡すことから、共同分析のために緊密に協力し合うことまで
多岐にわたります。
54. シナリオ策定：TNFD は、シナリオ策定（自然と気候を共同で考慮するもので、付録 1 の
気候に関する説明を参照してください）について第三者に助言を行いますが、自然関連リ
スクと機会の測定においてシナリオが効果的に使用されることを支援するために、TNFD
が非金融会社、金融機関、政策立案者、科学者の間でコンセンサスを形成するための呼び
かけ人としての役割をどの程度果たすかについてはオプションがまだ残っています。これ
を利用して、比較的小規模で扱いやすい一連のシナリオに収束させることも可能です。い
かなる取り組みも、Leclère et al（2020 年）や IPBES による進行中の活動など、この分野
の既存の文献や活動に基づいて行われます。49
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TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

推奨されたスコープ
•

すべての影響

•

それらの影響や依存度に関連したすべての財務リスクと機会（物理的リスク
と機会、および移行リスクと機会）

•

•

すべての依存度

システミックリスクの検討（TNFD が一元的に行い、報告主体には求めない）

他の選択肢
•
•

TNFD とマクロプルーデンス当局との関わり合いの度合い
TNFD がシナリオ策定を実施する度合い

報告主体に対する要件がどのように段階設定されているかの説明

55. ここでの段階設定は、依存度、上流の影響、下流の影響に関する報告が、報告主体にとっ
て現行の慣行と比較して困難であることを認識したもので、自然関連の財務リスクを合理
的にカバーするためには依存度を含めることが不可欠であること、また、自然に対する最
も大きな影響はバリューチェーンの上流で発生する傾向があることとのバランスを取って
います。その結果、基本レベルでは優先業界における優先的なタイプの自然関連リスクの
みを対象とし、中間レベルでは他の業界における他の上流の影響を対象とし、最終的には
包括的にすべての業界におけるすべての依存度と影響を対象として、バリューチェーン全
体にわたる依存度と影響を要求します。
基本

•
•

中間

•
•

優先産業における優先タイプのリスクの依存度とバリューチェーン全体の
影響（直接＋上流＋下流）（第 3.1 節を参照）

それらの影響や依存度に関連したすべての財務リスク（物理的リスクおよ
び移行リスク）
優先産業における優先タイプのリスクの依存度とバリューチェーン全体の
影響（直接＋上流＋下流）（第 3.1 節を参照）
他のすべての産業への依存度＋直接的影響＋上流への影響
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•
包括的
•
•

それらの影響や依存度に関連したすべての財務リスク（物理的リスクおよび
移行リスク）
すべての産業におけるすべてのタイプのリスクの依存度とバリューチェーン
全体の影響（直接＋上流＋下流）
それらの影響や依存度に関連したすべての財務リスク（物理的リスクおよび
移行リスク）

自然
定義

56. 自然の定義については、既存の文献にも定義が様々存在します。「自然」の領域では、自
然に関するどの要素をスコープに含めるのか、また、既存の定義がある場合はそれに合わ
せるかどうかを検討します。
TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

57. 生きている（生物的な）自然：自然の生きている側面または生物学的要因は、特に陸地、
海洋およびその他の水生生態系を含むすべての源からの生息地、種および遺伝資源がス
コープとなります。このスコープは、CBD が採用している、種内、種間、生態系の多様性
50
51
を含む生物多様性の定義と密接に一致しています。 SBTN フレームワーク を参照した場
合、これは 3 つの領域（陸地、淡水、海洋）の（生きている）小集団を指し、自然の 3 つ
52
の状態（種、生態系、人間に対する自然の貢献 ）における変化を考慮しています。
58. 水、土壌、大気：水、土壌、大気に対する組織の影響を考慮することがスコープの対象と
なります。

59. 自然に関する他の側面と関連した鉱物の枯渇：（石油・ガスを含む）質の高い鉱物の供給
が減ることで、生きている自然、水、土壌、大気の健康と活力に与える影響を検討するこ
とがスコープの対象となります。これは、企業や社会を支えるために必要な生態系サービ
スが高品質で十分に提供されることを維持するための自然の他の側面の能力を考慮する必
要がありますが、一般的な意味で、あるいはその市場価値の観点から、鉱物の枯渇を考慮
すべきではありません。この最も広いスコープは、自然資本議定書における自然資本の定
義と一致すると一般的には考えられていますが、鉱物資源の会計基準や上場採鉱企業の義
務的な開示規範の作業と重複することは目指していません。この定義は、上述の CBD の「生
物多様性」の定義と一致し、より具体的なものとなっています。
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TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

推奨されたスコープ
•

生きている（生物的な）自然

•

自然に関する他の側面と関連した鉱物の枯渇

•

水、土壌、大気

他の選択肢
•

該当なし

報告主体に対する要件がどのように段階設定されているかの説明

60. ここでの段階設定は、鉱物資源の枯渇に伴うリスクよりも、生きている自然、水、土壌、
大気などに関わる自然関連リスクの方が重要性が高いという考えを反映しています。その
結果、段階が低いほど、生きている自然、水、土壌、大気に関する報告を優先的にカバー
することになります。
基本

中間

•

生きている自然、水、土壌、大気に関連する優先業界における自然関連
リスクの優先タイプ

• （自然に関する他の側面に関連するものとして）生きている自然、水、
土壌、大気、鉱物の枯渇に関連する優先業界における自然関連リスクの
優先タイプ

包括的

• （自然に関する他の側面に関連するものとして）生きている自然、水、
土壌、大気、鉱物の枯渇に関連するすべての業界における自然関連リス
クのすべてのタイプ

気候
定義

61. 気候変動は、直接的にも、他の主要な要因を悪化させることを通じて間接的にも自然の喪
失の主要な要因となっています。他の主要な要因の例として、汚染、土地利用の転換、外
53
来種、資源開発などが挙げられます。 バイオエネルギー作物、大規模なインフラ、低炭
素社会への移行に必要な鉱物の採掘など、気候変動緩和策によっては、自然に対して大き

23

提案されている専門的スコープ
TNFD への提言

な悪影響を及ぼす可能性があるものもあります。逆に、生物多様性のある生態系は、多様
性のない生態系よりも多くの炭素を吸収するため、自然の喪失は気候変動の主要な要因と
なります。

62. 自然と気候の相乗効果は、自然と気候の両方の危機に対処するための介入により発生しま
す。自然にとってプラスとなる介入は、主に（i）土地利用の転換から生じる温室効果ガス
54
55
排出の回避、 （ii）海洋、マングローブ、森林などが提供する炭素捕捉、 （iii）森林が提供
する気候制御サービスを通じて、気候変動の緩和に対しプラスの影響を与えることができ
56
ます。 持続可能な林業、農業、漁業など、自然に基づく気候変動への解決策は、パリ協
57
定の達成に必要な費用対効果の高い緩和策の 37% を提供できると期待されています。 こ
れは、気候変動の緩和と自然保護・回復の間の相乗効果を活用する大きな機会を示してい
ます。また、自然にとってプラスとなる介入は、自然への依存を通じて経済の回復力を強
58
化することで、気候変動への適応に対しても大きなプラスの影響を与えます。
63. このような重要な相関関係を踏まえ、「気候」の領域では、TNFD が気候関連のリスクと機
会をどのように考慮すべきか、自然関連リスクと機会との相関関係、および TCFD の活動
との関連性について検討します。
TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

64. 報告主体が気候と自然の相互作用にどのように取り組むべきかに関する考慮事項：TNFD
は、その目標を達成するために、気候変動が自然に対して与える影響と、自然の喪失が気
候変動に対して与える影響を、そのアプローチとフレームワークが適切に考慮するように
する必要があります（第 1.2 節を参照してください）。そのためには、自然と気候関連の
リスクや機会との相互作用を明確に検討し、現在の気候や土地利用のリスク管理や戦略の
アプローチがどの程度自然の危機に対応しているかを理解する必要があります。これは、
シナリオを検討する場合に、将来の自然や気候政策の道筋を共同で検討することも意味し
ます。自然と気候関連の移行リスクと機会の両方に重要な影響を与えると考えられます。
TNFD は、そのアプローチとフレームワークが、自然危機と気候危機の解決策間の相乗効
果を必ず十分に盛り込んだものとすることも必要です。特に、気候変動に対する自然に基
づく解決策（IUCN Global NBS Standard59 のような自然にとってプラスの基準を満たすも
の）の共同利益を適切に捉える必要があります。この分野では、EU Sustainable Finance
Platform の生物多様性トラック（EU タクソノミーを含む）、Green Belt and Road Initiative
（BRI）開発ガイダンス、IUCN Global Nature に基づくソリューション・スタンダードなど、
これらの相乗効果を特定し、標準化するための既存の取り組みを活用する必要があります。
TNFD は、これらの相互作用をどのように運用するのが最善なのかを明らかにするために、
TCFD との話し合いを続けていきます。
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TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

推奨されたスコープ
•
•

報告主体が気候と自然の相互作用にどのように取り組むべきかに関する
考慮事項
TNFD プロセスおよび TNFD に沿った報告が、TCFD とどのように相互

作用するかに関する考慮事項

他の選択肢
•

該当なし

報告主体に対する要件がどのように段階設定されているかの説明

65. ここでの段階設定は、気候変動が自然の喪失に対して与える影響と、自然の喪失が気候変
動に対して与える影響を考慮することで、報告時の複雑性がさらに高まることを認識した
ものです。そのため、基本段階では、現在の気候関連のリスク管理や戦略のアプローチが、
自然関連リスクにどの程度対応しているかについて透明性を高めることに重点を置いてい
ます。中間段階と包括的段階では、気候変動と自然の喪失の相互作用を考慮し、移行リス
クを決定する際に気候と自然の合同の道筋を使用することで、レベルが段階的に高度化さ
れる仕組みになっています。詳細は以下の通りです。
基本
中間

•

自然に基づく解決策と自然の炭素吸収源のための簡単な調整

•

相互作用と移行経路のための簡単な調整

•

相互作用と共同のシナリオ分析のための包括的な調整

包括的

66. 自然に基づく解決策と自然の炭素吸収源のための簡単な調整：TNFD のガイダンスに従い、
報告では、自然に基づく解決策がもたらす気候と自然の二重の恩恵と、自然炭素吸収源の
劣化によってもたらされる気候と自然の二重のリスクを考慮して、簡単な調整を行います。
TNFD は、組織がどのようにこれを行うべきかについてのガイダンスを提供します。組織
が気候と自然の相互作用にどのように対応しているかが報告されます。
67. 相互作用と移行経路のための簡単な調整：TNFD のガイダンスに従い、
（i）気候変動が自
然の喪失に対して与える影響と、（ii）自然の喪失が気候変動に対して与える影響の両方に
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ついて、報告において簡単な調整を行います。これは、気候と自然の影響の相互作用を考
慮しない場合と比較して、総体的なリスクや便益に最大の変化をもたらすことが予想され
る分野に焦点を当てる必要があります。TNFD は、どの相互作用が重要とみなされるかを
特定するのに役立ちます。これには、温室効果ガス排出が自然に対して与える影響の一般
的な推定と、自然にとってプラスとなる自然に基づく解決策という二重の便益が含まれま
す。自然にとってプラスになるような将来の気候変動の道筋を近似するために、（該当す
る場合は）気候シナリオに簡単な調整を行う必要があります。組織が気候と自然の相互作
用にどのように対応しているかが報告されます。

68. 相互作用と共同のシナリオ分析のための包括的な調整：TNFD のガイダンスに従い、（i）
気候変動が自然の喪失に対して与える影響と、（ii）自然の喪失が気候変動に対して与える
影響の両方について、すべての報告において調整を行います。報告主体は、シナリオ分析
と移行リスクの評価において、自然にとってプラスとなる 1.5℃の地球温暖化に達する可

能性が高い道筋を明示的に定義した、共同で決定した気候と自然のシナリオを使用します。
これは、気候と自然を統合したモデリングフレームワークの使用が必要であることを意味
するのではなく、気候と自然の両方の危機に対処するために必要な変更を考慮した将来の
政策とセクターの道筋を検討すべきであることを意味します。組織が気候と自然の相互作
用にどのように対応しているかが報告されます。

資金調達
定義

69. TNFD は、様々な資産クラス、金融機関、民間および公的な資金の流れなど、どのような
種類の資金調達がスコープの対象となるかを決定する必要があります。TCFD は当初、プ
ライベート・ファイナンスのみに焦点を当て、その中でも上場企業の情報開示に焦点を当
てていましたが、時間の経過とともに有機的に拡大していきました。一部の地域では、開
発銀行、多国間組織、国有企業の情報開示に対応したフレームワークもあります。
「資金
調達」の領域では、どのような資金の流れがスコープの対象となるかを検討します。
TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

70. プライベート・ファイナンスに関するあらゆる側面：民間の金融機関からのあらゆる形態
の資金の流れがスコープの対象となります。これには、銀行、保険会社、再保険会社、資
産運用会社、アセットオーナーなど、あらゆる種類の金融機関が含まれます。すべての資
産クラスが含まれます。上場企業、非上場企業、中小企業を含むすべての資金の流れの受
け手が含まれます。証券取引所に上場されていない、あるいはプロジェクト・ファイナン
スに分類される不動産やインフラへの私募市場投資も含まれます。保険会社の引受ポート
フォリオも含まれます。個人消費や、一般世帯や公共団体からの資金の流れは含まれませ
ん。第 3.1 節で説明した通り、金融機関はまず、上場負債商品、上場株式、非上場プロジェ
クト・ファイナンス、プロジェクト関連のコーポレートローンについて調査することが推
奨されます。

71. プライベート・ファイナンスの流れに影響を与える限りにおけるパブリック・ファイナン
ス：プライベート・ファイナンスと直接結びついているパブリック・ファイナンスの形態
はいくつかあり、したがって、これらのパブリック・ファイナンスの形態を考慮せずにプ
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ライベート・ファイナンスのすべての側面を検討することは困難です。最も明確な例とし
てブレンド・ファイナンスと開発金融の 2 つが挙げられますが、他にもあります。ブレンド・
ファイナンスや開発金融が自然にもたらす影響（第 2.2 節参照）を推定するアプローチは、
一般政府の予算業務など、より広範な形態のパブリック・ファイナンスにも関連します。
•

•

ブレンド・ファイナンスとは、
プライベート・ファイナンスと（通常は譲許的な）パブリッ
ク・ファイナンスを組み合わせた金融商品のことです。これは、自然に対してプラス
の影響を与えるプロジェクトや活動のための重要な資金源と考えられています。

開発金融とは、開発金融機関のポートフォリオを指し、自然関連金融の重要な供給源
とも考えられています。

72. 国有企業：国有企業から生じる資金、および国有企業に向けた資金の流れもスコープの対
象となります。これらのフローの特殊性を考慮する必要がありますが、大まかにはプライ
ベート・ファイナンスの資金フローと同じフレームワークに従うことが予想されます。
TNFD 発足時に、追加的に選択しなければならないスコープは何ですか？

73. ソブリン・ファイナンス：TNFD には、国家、地方自治体および国際機関の財務業務を
スコープに含めるかどうかについての選択権があります。これには、税金、補助金、そ
の他の金融商品が含まれます。TNFD のコンテクストでは、一般政府の支出とソブリン
債に関連するリスクと機会も関係があります。ソブリン・ファイナンスが、このような
資金の流れが自然に対して与える影響を測定した経験（第 2.2 節参照）は、フレームワー
ク、基準、ツール、指標の観点から、プライベート・ファイナンスの分析に役立つ可能
性があります。同様に、自然に関連した持続可能な開発目標（SDGs）に対する進捗を測
定する開発金融の経験は、プライベート・ファイナンスの分析にも役立つ可能性があり
ます。

TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

推奨されたスコープ
•
•
•

プライベート・ファイナンスに関するあらゆる側面

プライベート・ファイナンスの流れに影響を与える限りにおけるパブ
リック・ファイナンス
国有企業

他の選択肢
•

TNFD がソブリン・ファイナンスの報告指標とガイダンスを作成するか
どうか
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報告主体に対する要件がどのように段階設定されているかの説明

74. 資金フローの種類には 2 つの段階しかありません。これは、投資ポートフォリオ全体の自
然関連リスクを合理的に評価するためには、プライベート・ファイナンス、ブレンド・ファ
イナンス、開発金融のすべての側面が不可欠であるため、基本段階で考慮されなければな
らないという考えを反映したものです。基本段階から中間段階へと移行する場合、優先的
に取り組むべき自然関連リスクと産業から、すべての自然関連リスクと産業へと検討範囲
を広げていきます。なお、第 3.1 節にある資産クラスの説明では、出発点として特定の債
券商品と株式商品をのみ推奨しており、以下では基本段階全体のために、より広範な資金
フローを提案しています。
基本

•
•

中間

•
•

包括的
•

優先産業における優先タイプの自然関連リスクに関連する、プロジェク
ト・ファイナンスや中小企業を含むプライベート・ファイナンスに関す
るあらゆる側面

優先産業における優先タイプの自然関連リスクに関連する、プライベー
ト・ファイナンスの流れに影響を与える限りにおけるパブリック・ファ
イナンス
すべての産業におけるすべてのタイプの自然関連リスクに関連する、プ
ロジェクト・ファイナンスや中小企業を含むプライベート・ファイナン
スに関するあらゆる側面
すべての産業におけるすべてのタイプの自然関連リスクに関連する、プ
ライベート・ファイナンスの流れに影響を与える限りにおけるパブリッ
ク・ファイナンス
該当なし

指標とデータ
定義

75. かなりの自然関連データが存在する一方で、非金融会社や金融機関が現在利用している自
然関連データでは、これらの関係者に適した指標や手段に統合されていないため、一般的
に断片的で、分散しており、一貫性がありません。そのため、企業の自然関連データの収
集・開示のレベルは低くなっています。さらに、金融機関にとって適切な方法でデータや
指標を標準化して集約し、アクセスを効率化する包括的なプラットフォームもありません。
その結果、気候関連データに比べて自然関連データが必ずしも不足しているわけではなく、
むしろ意思決定に関連のあるデータを利用することが難しくなっているのです。
「指標と

28

提案されている専門的スコープ
TNFD への提言

データ」の領域では、どの指標とデータがスコープの対象となるか、空間分解能の要件、
TNFD のフレームワークで要求される指標を算出するためのデータ品質要件がどの程度明
確にされているかを検討します。

TNFD の技術的スコープに含まれることが推奨されているものは何ですか？

76. 企業の情報開示：金融機関の場合、非金融会社から直接開示されたデータや情報を利用し、
TNFD フレームワークに照らし合わせて報告することができます。非金融会社の場合、ほ
とんどのデータや情報を収集する必要があります。
77. サードパーティのデータソース：金融機関の場合、企業の情報開示以外のデータや情報も
利用して、TNFD フレームワークに照らし合わせて報告することができます。

78. データスタックに整理された必要な情報：報告主体が報告を求められるデータや情報は、
「データスタック」という形で整理されます。各スタックの最初の構成要素は、物理的な
影響（排出量、水質汚染など）、物理的な依存度（水の使用量、水抽出率など）に関するデー
タで構成されています。それ以降の構成要素は、資産やプロジェクトの地理的位置、天然
資源の現在および将来の状態、産業プロセス、組織の管理対応（水の利用可能性や水の帯
水率など）など、この影響や依存度のインプリケーションを推定するために使用されるコ
ンテクスト情報を提供します。TNFD は、一般的なコンテクスト要素を含む一般的な指標
スタックを定義するとともに、優先度の高いセクターや自然の喪失に対する圧力に応じて、
より具体的な一連の指標スタックを定義します。これは、金融機関内での意思決定にどの
ようなデータが最も有用であるかを評価するためのものです。本書で説明してきたように、
これは、自然資本プロトコルや Value Balancing Alliance における影響と依存度の道筋の例
など、この分野における既存のイニシアチブ、フレームワーク、指標をかなり活用してい
ます。堅実性を確保するためには、このデータは空間的に明示されていなければならず、
報告主体は空間的に明示されたデータをできるだけ早く集める必要があります。
79. データスタック内にある、状態、圧力、対応に関連するデータ：自然の状態、自然への圧力、
自然への対応に関連する指標やデータがスコープの対象となります。バリューチェーン全
体のスコープについては、前述の自然関連リスクの種類の節を参照してください。タスク
フォースの発足時には、タスクフォース自身が、必要とされる具体的な指標や対象範囲を
定義します。その際には、状態、圧力、対応の経過が参考になると考えられます。
•

•

自然の状態：自然の状態に関連するデータには、種や生息地、自然資本資産の可用性
と質、生態系の分布と脅威の状況、場所の重要性と保護状況、保全の優先度などが挙
げられます。これらのタイプのデータは、前述のデータスタックのコンテクストに関
するコンポーネントの（少なくとも一部の）構成要素となることに注意してください。
自然の状態だけで判断されるリスクは、（業界プロセスで決まる）圧力や（管理に対
する組織の取り組みである）対応に関係なく、すべての投資を同じように扱うことに
なり、その結果、実際の影響や依存度のミスマッチ（過小評価または過大評価）を引
き起こす可能性があります。
自然に対する圧力：自然への圧力に関連するデータには、当該の産業プロセスまたは
企業活動と、このプロセスが自然に対して与える、関連する影響や依存度が挙げられ
ます。

29

提案されている専門的スコープ
TNFD への提言

•

自然に対する対応：自然に対する対応に関連するデータには、特定された自然の状態
と自然への圧力に対応した緩和策と生物多様性のパフォーマンスに関する報告が挙げ
られます。これらのタイプのデータは、前述のデータスタックのコンテクストに関す
るコンポーネントの（少なくとも一部の）構成要素となることに注意してください。
組織の対応（マイナスの影響を緩和するための行動）に関するデータにより、緩和策
以外にも、マイナスの影響とプラスの影響や依存度、場所の指標などについて差別化
できるようになります。

80. 地理空間の標準化：TNFD に沿った報告のための空間的に明示されたデータの重要性と、
気候空間における空間的に明示されたデータに関する課題を考慮した場合、TNFD は、既
存のフレームワークとガイダンスを活用して、地理的位置の単位（経度と緯度）を標準化し、
スケールが異なる空間的分解能のためのフレームワークを定義することを目指す必要があ
ります。これを行うことで、データの管理や検証が容易になり、報告の比較可能性が高ま
ります。
81. データの質と監査：データの質を検討することはスコープの対象です。これには、関連性、
分解能、一時性、更新頻度、地理的対象範囲、利用可能性、比較可能性、テーマ別範囲、
権威性など、データの質に関する側面の評価方法、受け入れ可能性、およびアクセスを改
善するための戦略に関する報告主体へのガイダンスが含まれています。これは、自然関連
リスクと機会に関連して利用可能な査読済みデータセットの数が少ないことを考えると、
特に重要です。TNFD に沿った報告を確実に行うためには、空間的に明確なデータの可用
性を高めることが優先されるべきです。データの質についての詳しい説明は、付録 II を参
照してください。TNFD 発足時には、TCFD の経験を活かし、TNFD に沿った報告に関連す
る監査要件がある場合には、どのような監査要件がどのようなタイムラインで行われるか
を定義します。

TNFD 発足時に、追加的に選択しなければならないスコープは何ですか？

82. 自然関連データのデジタル・エコシステムの要件を明確にする：第 2.3 節のデータプラッ
トフォームとの関わりについての説明をもとに、TNFD が自然関連データのデジタル・エ
コシステムの発展と関連指標へのアクセスをどの程度積極的に支援するかについては複数
の選択肢があります。TNFD は、金融機関にとって使いやすい形式で、自然関連データや
指標をつなげ、解釈し、アクセスできるようにする必要性を認識しています。TNFD は、
求められる意思決定に関連するデータと指標、ならびに求められる意思決定に利用できる
レベルのデータ特性（これらの用語の説明については、付録 II を参照）を明確にするこ
とができ、これらは接続され、アクセス可能である必要があります。自然に関する効率的
で透明性のある持続可能なモニタリングと報告システムに沿ったアウトプットを生み出す
必要があります。より広範な生態系の構築を支援する選択肢として、データコミュニティ
の関係者との取り組みの実行、データに焦点を当てたパートナーシップの支援、コラボ
レーションのためのプラットフォームの提供、組織への明確な委任などが考えられます。
TNFD の活動は、自然関連データの分野ですでに活動している他の企業をサポートするも
のです。
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TNFD に対し推奨されるスコープと選択肢

推奨されたスコープ
•
•
•
•

金融機関が企業の情報開示に基づくデータと第三者のデータソースの両
方を使用できるようにする

報告主体から求められる情報を、自然に関する状態、自然に対する圧力、
自然への対応に関するデータを含む「データスタック」として整理する
地理空間データを標準化するためのガイダンスを提供する

TNFD に沿った報告に使用されるデータの質を検討する

他の選択肢
•

TNFD が自然関連データのデジタル・エコシステムの発展を支援する度
合い

報告主体に対する要件がどのように段階設定されているかの説明

83. ここでの段階設定は、非金融会社が直面する自然関連リスクのレベルの主な差別化要因は、
企業の経営陣が自然に対して取る対応によって決定されるという事実を反映しています。
そのため、基本段階では、自然の状態、自然への圧力、自然に対する対応などのデータを
考慮する必要があります。また、報告主体は、報告の裏付けとするために利用しているデー
タの質について、最低でも初期評価を行うことが不可欠です。中間段階では、優先的に取
り組むべき自然関連リスクと産業から、すべての自然関連リスクと産業へと範囲を広げて
いきます。報告主体は、包括的段階において、質の高いデータへのアクセスを将来的にど
のように改善していくかを検討する必要があります。
基本

中間

•
•
•
•

優先産業における自然関連リスクの優先タイプについての、自然の状態、
自然への圧力、自然に対する対応に関するデータ
データ品質の評価

すべての産業における自然関連リスクのすべてのタイプについての、自
然の状態、自然への圧力、自然に対する対応に関するデータ
データ品質の評価
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包括的
•
•

すべての産業における自然関連リスクのすべてのタイプについての、自然の
状態、自然への圧力、自然に対する対応に関するデータ
データ品質の評価と質の高いデータへのアクセスを改善するための戦略

付録 II：意思決定に利用
できるレベルのデータの
特性とは？

84. 意思決定に利用できるレベルのデータの特性を考える際には、当該の意思決定を参照する
必要がありますが、すべてのタイプの意思決定に共通する一般的な特性がある可能性が高
いと考えられています。データの質を検討する際、TNFD は以下の問題を考慮すると良い
でしょう。

85. 関連性：意思決定の状況に適した正式な承認。例えば、環境に関する多国間協定や国の政
策のモニタリングフレームワークの一部として承認する方法が考えられます。これには、
承認のメカニズムや、特定のデータセットを正式に承認するうえでの第三者の役割が含ま
れます。
86.（空間的、非空間的）分解能とスケーラビリティ：意思決定に適した正しい規模の、使用
できるものを目指します。分解能とデータ処理の複雑さのバランスを取ることになります。
例えば、分解能が 1km 未満の地理空間データではソーシングに適しておらず、小地域のデー
タの方が処理が簡単で分かりやすい場合があります。

87. 一時性：時系列データはトレンド分析やリアルタイムの意思決定をサポートできますが、
対象となる指標の適切なタイムスケール（関連する場合は将来見通しに関する分析を含む）
を反映していなければならないだけでなく、既存または新興の技術や収集テクニック（種
の豊富さなど）を用いてデータを収集することの実現可能性も考慮する必要があります。
88. 更新頻度：定期的に更新される、またはテーマに応じ適切なタイムスケールで更新される、
のいずれかとなっています。
89. 地理的対象範囲：グローバルに一貫性があり包括的なものが含まれます。データは、ポー
トフォリオや企業のフットプリントなどの要因を考慮できるよう、集計や分解ができる方
法や指標を使用して収集する必要があります。
90. アクセス可能性：データが意思決定に利用できるレベルであるとみなされるためには、様々
な形式（直接ダウンロード、ウェブサービス、API など）でオンラインで簡単にアクセス
できる必要があります。オープンでない場合や自由にアクセスできない場合、多言語で入
手できない場合は、これに伴うコストを考慮する必要があります。

91. 比較可能性：データが意思決定に利用できるレベルであるとみなされるためには、相互運
用可能なフォーマットと一貫した手法により簡単に比較ができ、財務、社会経済、生態系
のデータを複数のセクター間で統合して成果を知らせることができるものでなければなり
ません。データは、複数の産業間および産業内で比較できるものでなければなりません。
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92. テーマ別対象範囲：
（種、生態系、人間への貢献を含む）自然の具体的な構成要素、（点源、
非点源、直接、間接の）自然への圧力、（企業、政府、社会の）対応を取り上げます。

93. トレーサビリティを含む権威性：データが、科学文献に掲載されているか、査読されてい
るか、あるいは（CBD などの）義務化されたプロセスであるかを問わず、査読プロセスを
経ており、正確で権威あるものと認められているかどうかにより決まります。権威性を評
価するためには、データが追跡可能でなければなりません。元のデータソースが明確であ
るとともに、データが複数のユーザーによってどのように変換されて最終的なフォーマッ
トになったかを示す「データ証跡」が明確であれば、データは追跡可能であるとみなされ
60
ます。 TNFD に沿った報告の権威性を検証するために第三者が監査を行うことが理想的
です。タスクフォースの発足時には、この点をさらに詳しく調査し、実行すべきかどうか、
そしてどのように実行すべきかを評価します。

付録 III：関連する
報告の原則
94. TCFD は、一般的なガイダンスとして、効果的な情報開示について以下の原則を発表しま
した。

61

•

情報開示は、関連する情報を示すものでなければならない。

•

情報開示は、明確で、バランスが取れていて、理解できるものでなければならない。

•
•
•
•
•

情報開示は、具体的かつ完全でなければならない。

情報開示は、一定期間にわたり一貫していなければならない。

情報開示は、セクター、業界、またはポートフォリオ内の企業同士で比較可能でなけ
ればならない。
情報開示は、信頼性が高く、検証可能で、客観的でなければならない。
情報開示は、適時に行われなければならない。

95. UNEP-WCMC が主導する「企業のための生物多様性対策の調整」イニシアチブでは、企
業の生物多様性測定アプローチに関する専門知識を持つ 20 以上の組織が協力しています。
企業が生物多様性にもたらす影響や依存度の測定と開示について、主要なステークホル
ダー同士で共通の見解を形成し、企業の意思決定や政府の政策に役立てることを目的とし
62
ています。生物多様性の測定方法に関し、以下の共通認識を発表しました。
•
•

•

関連性がある：アプローチ、指標、データは、サポートすることを目的とした適用タ
イプに適したものでなければならず、また、事業のスコープと境界に関連したもので
なければなりません。
透明性がある：アプローチと手法は、限界とアプローチの機能方法について透明性が
なければなりません。スコープ、境界、ベースラインについて透明性がなければなり
ません。関連する前提事項の開示、限界の開示、不確実性の開示、データ収集方法の
参照について、透明性がなければなりません。

一貫性がある：アプローチとデータは、成果において一貫性がなければなりません。
同じようなスコープ、境界、ベースラインの定義を、同じようなビジネスアプリケー
ションに適用する、時系列や製品・拠点間などで有意義な比較ができる指標を選択す
る、などの方法を採用する必要があります。
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•

•

厳密性がある：アプローチは、利用者が情報の質について合理的な保証を得て意思決
定ができるよう、適切な精度を達成しなければなりません。確立された基準に基づい
て選択された、入手可能な最良のデータに基づいていなければなりません。技術的に
堅牢で、精度のレベルが明確に示された指標を使用しなければなりません。

完全性がある：アプローチは、ビジネスアプリケーションに関連するすべての問題、
影響、およびパフォーマンスに対処するように設計されていなければなりません。広
く受け入れられている指標に基づき、重要なギャップや不確実性、意思決定への影響
が明確でなければなりません。

96. タスクフォースは、Climate Disclosure Standards Board（CDSB）
、BS 8632 Natural Capital
Accounting for Organisations、自然資本プロトコルなど、その他の関連する報告原則につ
いても考慮する必要があります。
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付録 IV：用語の定義
生物多様性：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
その他生息または生育の場を問わない）の間の変異性を指し、種内の多様性、種間の多様性お
64
よび生態系の多様性を含みます。
生態系：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
65
に作用しているダイナミックな複合体を指します。
生態系サービス：人々が生態系から得る恩恵。

66

企業価値：時価総額に純負債を加えたもの。時価総額は、企業の財務業績および経営業績によ
り決まる株価を通じて市場で決定されます。したがって、企業価値は、収益、コスト、資産、
67
負債、資本コスト、リスクプロファイルなどの要素に影響を受けます。
金融機関：銀行、保険会社、
（資産運用会社を含む）その他の金融サービスを包括して指す用語。
ガバナンス（4 本柱によるアプローチ）：影響、依存度、リスク、機会に関する組織のガバナ
ンス
指標と目標（4 本柱によるアプローチ）：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
組織：本書では、非金融会社と金融機関を総称して「組織」と呼んでいます。
自然：地球上の自然生態系全体を指します。自然資本資産のストックと、それらが相互に作用
する方法の両方が含まれます。この意味で、生物多様性とは、自然の生態系全体に多様性が存
68
在するという意味で、自然の特性を表しています。
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自然関連リスクと機会：本書で、「自然関連リスクと機会」という用語は、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すために使用されています。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。
自然関連のシステミックリスク：システミックリスクは、（i）重要な自然のシステムが破壊さ
れ適切に機能しなくなるリスク、（ii）システム全体の財務上の安定性に対するリスク、（iii）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、を指
す場合があります。多くの場合、システミックリスクは一般的に経済全体（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すため、（i）は（ii）に
つながる可能性があります。
自然資本：自然資本とは、組織の過去、現在、未来の繁栄を支える財やサービスを提供する、
再生可能および非再生可能なすべての環境資源およびプロセスのことです。大気、水、土地、
69
鉱物、森林、生物多様性、生態系の健全性が含まれます。
報告主体：TNFD に沿っていることを宣言した報告を公表している組織（非金融会社または金
融機関）。
リスク管理（4 本柱によるアプローチ）：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
戦略（4 本柱によるアプローチ）：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
転換点：
「転換点は、外部条件が閾値に達したときに発生する、対照的なシステムの状態間の
変化を示すものであり、対照的な新しい状態への変化を加速させるきっかけとなります。例と
して、澄んだ湖での濁りと藻類の大発生、サンゴ礁での藻類の大発生、乱獲による漁業の崩壊、
70
火災負荷が高い環境下での熱帯林のサバンナ型生態系への移行などが挙げられます。」
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本書について
本書は、TNFD の非公式ワーキンググループ（IWG）を支援することを目的として、非公式テ
クニカル専門家グループ（ITEG）によって作成されました。IWG メンバーやその他のステーク
ホルダーとの掘り下げた議論や協議を経て、9 か月かけて作成されたもので、TNFD の専門的
スコープに何を含めるべきかという提言を示しています。また、ナレッジパートナーによる専
門的な貢献、文献調査、ITEG メンバーの専門知識からも意見を募りましたが、意見を求めた個
人や機関の包括的な見解の全部または一部を必ずしも表したものではありません。

本報告書の本文には、TNFD が検討すべき最も適切なスコープが記載されており、付録にはよ
り詳細な情報が記載されています。
コメントや提案がございましたら、Eliza Ader（e.ader@globalcanopy.org）を通じて ITEG 共同
議長宛てにお寄せください。

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。
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ITEG 共同議長
Simon Zadek

Nicky Chambers

Finance for Biodiversity

Global Canopy

ITEG メンバー

Andre Chanavat（LSEG）、Andrew Mitchell（Global Canopy）、Clara Barby（Impact
Management Project）、Claudia Kruse（APG AM）、Corli Pretorius（UNEP-WCMC）、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： 経 済 協 力 開 発 機 構 ）、Luciane Moessa de
Souza（Sustainable Inclusive Solutions）、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）。

創設パートナー：

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。

注記：

TNFD 論文の「技術的スコープ推奨案」に示された見解は、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テクニカル専門家グループ（ITEG TNFD）お
よび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、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。
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注釈
1.
2.

本報告書全体を通じて使用されている「自然」の定義については、用語集を参照してください。

「組織」には、非金融会社と金融機関の両方が含まれます。


3.

「財務リスクと機会」とは、短期的に財務的に重要なリスクと機会、および長期的に重要な移行リスクにつ

4.

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

ながる可能性のあるリスクと機会の両方を指します。

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。

5.
6.
7.

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

GRI（Global Reporting Initiative）、SASB（Sustainability Accounting Standards Board）、CDSB（Climate
Disclosure Standards Board）
、IFRS（International Financial Reporting Standards）
：

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。

8.

「金融機関」は、銀行、保険会社、
（資産運用会社を含む）その他の金融サービスを含む広義の意味で使わ

9.

「時価総額に純負債を加えたもの。時価総額は、企業の財務業績および経営業績により決まる株価を通じて

れています。

市場で決定されます。したがって、企業価値は、収益、コスト、資産、負債、資本コスト、リスクプロファ
イルなどの要素に影響を受けます。
」CDP、CDSB、GRI、IIRC、SASB（2020 年）
：企業価値に関する報告

10.
11.
12.
13.

自然に対する影響と依存度の定義は、第 2.2 節を参照してください。

「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。
Science-Based Targets for Nature（2020 年）
：Initial Guidance for Business

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。

14.
15.

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

TCFD（2017 年）
：気候関連財務情報開示タスクフォースの提言

16.

「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

17.

Science-Based Targets for Nature（2020 年）
：Initial Guidance for Business、IUCN（2021 年）
：生物多様

18.

意に基づいています。

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

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。

41

提案されている専門的スコープ
TNFD への提言

19.
20.

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。

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

21.

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？（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？

22.

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

23.

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

24.

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

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。

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。
25.
26.

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。
UN Environment Programme、UNEP Finance Initiative and Global Canopy（2020 年）
：Beyond ‘Business

as Usual’ : Biodiversity targets and finance. Managing biodiversity risks across business sectors.
27.

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

28.

https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/

29.
30.

Trucost（2013 年）
：NATURAL CAPITAL AT RISK: THE TOP 100 EXTERNALITIES OF BUSINESS

Allianz（2018 年）
：MEASURING AND MANAGING ENVIRONMENTAL EXPOSURE - A BUSINESS SECTOR
ANALYSIS OF NATURAL CAPITAL RISK

31.
32.

WEF（2020 年）
：Nature Risk Rising

EU Business @ Biodiversity Platform（2021 年）
：ASSESSMENT OF BIODIVERSITY MEASUREMENT
APPROACHES FOR BUSINESSES AND FINANCIAL INSTITUTIONS

33.

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm; https://capitalscoalition.org/
project/transparent/

34.

OECD（2018 年）
：OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT

35.

https://ipbes.net/business-impact

36.

これは、
（i）現在の健全性や豊富さ、
（ii）それらが受ける可能性の高い影響の産物です。IUCN（2020 年）
：

Threats Classification Scheme (Version 3.2)

37.

http://www.keybiodiversityareas.org/

38.

https://www.msci.com/gics; https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf; https://
ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html; https://www.census.gov/eos/www/naics/

39.

https://equator-principles.com/

40.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
policies-standards/performance-standards/ps6

41.

使用時や耐用後の処理による影響は、詳細なボトムアップ分析ではなく、単純な調整係数を用いて見積も
るのが最適でしょう。
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42.

世界経済フォーラム（2020 年）
：Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business

and the Economy

43.
44.

DNB（2020 年）
：Indebted to nature, Exploring biodiversity risks for the Dutch financial sector

Global Canopy and Vivid Economics（2020 年）
：The Case for a Task Force on Nature-related Financial
Disclosures

45.

WWF Switzerland/PWC Switzerland（2020 年）
：Nature is too big to fail Biodiversity: the next frontier in
financial risk management

46.

システム全体の財務安定性に対するリスク管理は企業の責任ではありませんが、その評価は規制当局に関
係してきます。これにより、自然の喪失に対する規制や政策の対応、さらには企業が長期的な移行リスク
をどのように特定するかについてのガイダンスが得られることになります。

47.

ここでいう社会的対応とは、自然の喪失に対する意識の高まりによって、社会的規範が変化することを指

48.

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

49.

します。

マクロプルーデンス当局は、対象となる法域に応じて、中央銀行や独立した金融・財政当局が該当する場

合があります。例として、欧州システミックリスク理事会やシンガポール金融管理局などが挙げられます。
マクロプルーデンスの監督権限は、複数の異なる機関に分割することも可能です。

50.
51.

Leclère et al（2020 年）
：Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy

CBD（2020 年）
：Article 2. 用語の使用

52.

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

53.

https://ipbes.net/glossary/natures-contributions-people

54.
55.
56.

例えば、WWF（2020 年）
：Living Planet Report 2020Living Planet Report 2020 を参照してください

IPCC 特別報告書「Climate Change and Land Use」を参照してください

例えば、
「Global trends in carbon sinks and their relationships with CO2 and temperature」という論文を

参照してください

57.

例えば、
「Forests, atmospheric water and an uncertain future: the new biology of the global water cycle」

58.

Bronson et al（2017 年）
：Natural Climate Solutions

を参照してください

59.

The Global Commission on Adaptation（2019 年）
：THE ROLE OF THE NATURAL ENVIRONMENT IN

60.

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/resources/iucn-global-standard-nbs

61.

https://docs.wbcsd.org/2019/06/WBCSD-Internal-Control-Guidance.pdf

62.

ADAPTATION の 6 ページの表 1 を参照してください

TCFD（2017 年）
：気候関連財務情報開示タスクフォースの提言

63.

ABMB（2019 年）
：Technical Workshop on Aligning Biodiversity Measurement Approaches for Business

64.

https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-guidance; https://standardsdevelopment.bsigroup.
com/projects/9020-04869#/section; https://capitalscoalition.org/capitals-approach/natural-capitalprotocol/?fwp_filter_tabs=training_material

65.
66.
67.
68.
69.

CBD（2020 年）
：用語の使用。

CBD（2020 年）
：用語の使用。

Millennium Ecosystem Assessment（2005 年）

CDP、CDSB、GRI、IIRC、SASB（2020 年）
：企業価値に関する報告

Global Canopy and Vivid Economics（2020 年）
：The Case for a Task Force on Nature-related Financial
Disclosures

70.
71.

IIRC（2013 年）
：The International Integrated Reporting Framework

Dakos et al（2019 年）
：Ecosystem tipping points in an evolving world
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