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Task force on Nature-related Financial Disclosure (TNFD)とは
 2019年１月の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想。
 Task force on Nature-related Financial Disclosure（自然関連財務情報開示タスク

フォース）のこと。
 パリ協定、ポスト2020生物多様性枠組、SDGsに沿って、自然を保全・回復する活動に資金

の流れを向け直し、自然と人々が繁栄できるようにすることで、世界経済に回復力をもたら
すことを目指す。

設置
経緯

タイム
ライン

（出所） TNFDウェブサイトより作成

 2019年1月：世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で着想。
 2019年5月：G7 環境大臣会合（フランス）において、タスクフォース立ち上げを呼びかけ。
 2020年7月：グローバル・キャノピー、国連開発計画（UNDP）、国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI）、

WWFの4機関によりTNFD 非公式作業部会（IWG）の結成を公表。
 2021年1月：マクロン大統領（フランス）による支持。
 2021年6月：共同議長としてロンドン証券取引所グループ（LSEG）のDavid Craig氏とCBD事務局のElizabeth

Maruma Mrema氏の就任を表明し、TNFDのローンチを宣言。
 2021年９月：TNFDのフレームワークを推進するタスクフォースとそれを支援する協議フォーラムを立上げ
 2022年３月：フレームワークのベータ版0.1を公表

フェーズ０：準備 上記設置経緯を参照
フェーズ１：構築 タスクフォースメンバーのアナウンス、TNFDのフレームワークの構築
フェーズ２：テスト フレームワークベータ版のドラフト配布

市場参加者によるオープンイノベーションの手法でテストされ、改良される予定
フェーズ３：協議 20の新興国及び先進国市場の金融規制当局、データ作成者、データ利用者との協議
フェーズ４：公表 主要・特定のイベントやコミュニケーションを通じてフレームワークのローンチ
フェーズ５：導入 フレームワークの導入を支援する継続的なガイダンス

～2021年

2022年

2022年
2023年
2023年

G7・G20におけるコミュニケ抜粋（仮訳）
 Ｇ７カービスベイ首脳コミュニケ（令和3年6月11日～13日）
「我々はまた、自然関連財務情報開示タスクフォースの設立及びその提言に期待する。」

 Ｇ20ローマ首脳宣言（令和3年10月30日～31日）
「我々は、自然関連の財務情報開示の作業の重要性を認識する。」 （出所） 外務省ＨＰより

資料７
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【タスクフォース構成】
AXA、ブラック・ロック、BNPパリパ、マニュライフ・インベスト・マネジメント等の投資責任者
※日本からはMS&AD 原口氏が参加

【フォーラム構成】 （2022年3月時点）

TNFDの現在の状況
 タスクフォース：情報開示の枠組を検討するメンバーとして、 5大陸15カ国から34名が
参加（最大35名まで増員予定、任期２年）

 フォーラム：ステークホルダーとしてタスクフォースをサポートし、クロスセクターの専門知識を
提供する300以上の企業・機関・団体等が参加 （2022年3月17日時点）

• 日本からの参加団体：ブリヂストン、いであ、IGES、JBIB、経団
連自然保護協議会、キリンホールディングス、国際航業、丸紅、
三菱ケミカル、三菱UFJフィナンシャルグループ、三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング、三菱UFJ信託、みずほフィナンシャルグループ、
みずほリサーチ＆テクノロジーズ、MS＆ADホールディングス、NEC
、りそなアセットマネジメント、積水ハウス、損保ジャパン、住友化
学、住友林業、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラス
トアセットマネジメント、Suscon Japan、東京海上ホールディング
ス、金融庁、環境省（計27団体）

• その他のフォーラムへの主な参加団体
 運用会社：ブラック・ロック、ステート・ストリート、JPモルガン・チェー
ス、UBS、BNPパリバ、AXA、 マニュライフ・インベスト・マネジメン
ト

 事業会社：AB InBev（飲料）、BASF SE （化学）、ネス
レ/ ダノン（飲食品）、マクドナルド（飲食店）、テスコ（スーパ
ー）、GSK（医薬品）、H＆M/ シャネル（衣料品等）、ホル
シム（セメント）、Mining Association of Canada/シュルン
ベルジェ（マイニング）、レプソル/ シェル/ Total Energies 
S.E./ BP/ エネル（エネルギー）、タタ・スチール（鉄鋼）

 中央銀行：イングランド銀行、フランス銀行、オーストラリア銀行
 国際機関：IFC, IUCN, UNDP, UNEP
 政府機関：スイス環境省、イギリス環境・食糧・農村地域省（

DEFRA）、ペルー環境省、ニューサウスウェールズ州計画・産業・
環境省（オーストラリア）

（出所）TNFDウェブサイト（2021年10月閲覧）及びニュースレター（2021年10月7日） 最新アップデート：220317

地域 No. 国 参加者数 地域別数

欧州

1 イギリス 6

17

2 スイス 4
3 フランス 3
4 オランダ 1
5 スウェーデン 2
6 ノルウェー 1

米州
7 アメリカ 7

118 ブラジル 2
9 メキシコ 1

10 コロンビア 1

アジア
太平洋

11 オーストラリア 2

512 日本 1
13 インド 1
14 シンガポール 1

アフリカ 15 南アフリカ 1 1
合計 15 34 34

【ワーキンググループ】 タスクフォースメンバーは以下の5ワーキンググループの少なくと
も１つに所属、TNFD枠組開発を進める

1.自然関連リスクの定義 2.利用可能データの検討 3.基準や測定方法検討
4.枠組みのベータ版開発 5.パイロットテストと統合

金融機
関

15社
44%企業

12社
35%

会計・格
付・証券

7社
21%
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TNFDフレームワーク・ベータ版0.1(R4.3.15)の概要について

●R4.3.15にリリースされたTNFDフ
レームワーク・ベータ版0.1では、
「①自然を理解するための基礎的
な概念と定義」「②TNFDドラフト
開示勧告」「③LEAP自然リスク
評価アプローチ」の３つからなる。

●今後、version0.2を6月、0.3
を10月、0.4を来年2月、1.0を
9月にリリース予定。

●今後、オンラインプラットフォームを通
じたフィードバックや、パイロット事業
を通じてバージョンアップを図っていく
こととされている。

©The TNFD Nature-related Risk & Opportunity 
Management Framework (Beta v0.1 Release, A prototype 

for Consultation with Market Participants March 2022) 

Figure 1:Timeline for releases of beta versions of the TNFD framework 
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①自然を理解するための基礎的な概念と定義

●TNFDのフレームワークは、陸域、淡水、海洋、大
気の4つの領域に基づいています。

●「自然」：自然界。生物（人を含む）の多様性
と、それらの間及び環境との相互作用に重点を置
いています。

●影響：自然の状態の変化。これは、社会的及び
経済的機能を提供する自然の能力に変化をもたらす
可能性があります。影響はプラスにもマイナスにもなり
得ます。それらは、組織又は他の当事者の行動の結
果である可能性があり、直接的、間接的、または累積
的である可能性があります。

●自然関連の機会：自然への影響を回避又は
低減すること、あるいは自然の回復に貢献することによ
り、組織と自然に前向きな結果をもたらす活動。

●自然関連のリスク：自然及び自然への影響に
対する組織及び他の組織の依存関係に関連する組
織にもたらされる潜在的な脅威。これらは、物理リスク、
移行リスク、及びシステマチックリスクに由来する可能
性があります。

©The TNFD Nature-related Risk & Opportunity 
Management Framework (Beta v0.1 Release, A prototype 

for Consultation with Market Participants March 2022) 
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②TNFDドラフト開示勧告

●市場への取り込みと統合を促進するために、TNFDが提案する開示勧告は、TCFDの開示
勧告と整合し、それに追加されるように設計されています。

●このベータ版の自然関連リスクと機会に関する開示勧告案は、TCFDのガバナンス、戦略、
リスク管理、及び指標と目標の4つの柱に従います。

©The TNFD Nature-related Risk & Opportunity 
Management Framework (Beta v0.1 Release, A prototype 

for Consultation with Market Participants March 2022) 

Figure 3: TNFD draft disclosure recommendations
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③LEAP自然リスク評価アプローチ

●TNFDは、LEAPと呼ばれる自然関連リスクと機会の管理のための統合的評価プロセ
スの最初のベータ版を開発しました。

●LEAPアプローチは、企業及び金融機関内の内部の自然関連リスク及び機会の評価を
サポートし、TNFDの開示勧告案と一致する開示決定を含む、戦略、ガバナンス、資本
配分、及びリスク管理の決定を通知することを目的とした自主的ガイダンスです。

自然とのインターフェイ
スを見つけます。

依存関係と影響を評
価します。 リスクと機会を評価します。 自然関連のリスクと機会に対応

し、報告する準備をします。

©The TNFD Nature-
related Risk & 
Opportunity 

Management 
Framework (Beta v0.1 
Release, A prototype 
for Consultation with 
Market Participants 

March 2022) 

Figure 4: The 
LEAP 

approach 



ポスト2020生物多様性枠組に係る
議論の概要

令和4年3月23日開催　第１回ネイチャーポジティブ経済研究会　資料4-1抜粋

nbn21317
長方形



会議 議題
2019年1月28日～31日
アジア太平洋地域会合

・ ポスト枠組の検討が本格的に開始

2019年８月27日～30日
公開ワーキンググループ（OEWG）１

・ ポスト枠組の範囲・構造

2019年11月25日～29日
科学技術助言補助機関会合（SBSTTA）23

・ ポスト枠組の科学技術的なエビデンス

2020年2月24日～29日
公開ワーキンググループ（OEWG）２

・ ゴール及びターゲット

2020年9月15日
地球規模生物多様性概況第５版GBO5

・ 愛知目標の最終評価

2020年12月15日～16日
SBSTTA24・SBI3非公式セッション

・ 生物多様性と健康、ワンヘルスアプロー
チ

2021年2月17日～3月14日
SBSTTA24・SBI3非公式バーチャルセッション

・ ポスト枠組（数値目標への助言等）

2021年5月3日～6月13日
SBSTTA24・SBI3第一部（公式・オンライン）

・ ポスト枠組（数値目標への助言等）

2021年8月23日～9月3日
OEWG3第一部（公式・オンライン）

・ ポスト枠組に関する検討

2021年10月11日～15日
COP15第一部（開会・ハイブリッド）

・ 開会式
・ 条約運用に必要な一部の議題
・ バーチャルのハイレベル・セグメント

2022年３月14日～29日
SBSTTA24・SBI3第二部（公式・対面）

・ ポスト枠組（数値目標への助言等の
採択）

2022年３月14日～29日
OEWG３第二部（公式・対面）

・ ポスト枠組に関する最終検討
・ COP15で議論するドラフトの採択

７月～９月（暫定）
COP15第二部（交渉・対面）

・ ポスト枠組の採択

数値・指標検討
フェーズ

COP15
フェーズ

2020年１月
ゼロ・ドラフトの公開

2021年１月
ワン・プラネットサミット

2020年９月
国連生物多様性サミット

2021年９月３日-11日
IUCN-WCC

2020年７月 IPBES
パンデミックと生物多様性

ワークショップ

2019年5月
IPBES地球規模評価

「ポスト2020生物多様性枠組」の採択に向け、国際的な議論が進行中。
また、生物多様性に関連したイベントや発信も多数行われている。

G7(英)・G20(伊)

気候変動枠組条約
COP26(グラスゴー)

要素検討
フェーズ

ポスト2020生物多様性枠組 検討スケジュール

2021年７月
１次ドラフトの公開

G7(独)・G20(インドネシア)

今回の会合



2050年ゴール（A～D)
及び2030年マイルストーン

a 脅威の縮小 cツールと解決策

A 生態系15%増、絶滅速度を1/10に減、
遺伝的多様性を90％維持

i 自然生態系の面積、連結性及び一体
性が少なくとも5%増加
ii 絶滅リスクを10%減少
iii 遺伝的多様性を90%維持

B 保全と持続可能な利用により、自然が
もたらすもの（NCP）を評価・維持・強化

C 遺伝資源の利用から生じる利益が公正
かつ衡平に配分

D 2050ビジョン達成のための財政手段及
びその他の手段に係るギャップの縮小

1.全ての陸域/海域を、生物多様性も包括した
空間計画下に置き、原始的な自然地域を維持

3.陸域/海域の重要地域を中心に30%保全

4. 野生生物との軋轢回避を含め、生物種と遺
伝的多様性の回復・保全のために行動

5.種の採取、取引、利用を合法、持続可能に

6.外来生物の新規侵入及び定着を50%減

7.環境中の栄養分の喪失を半減し、環境への農
薬の放出を2/3削減し、プラスチック廃棄物の流
出を根絶

9.種の持続可能な管理による栄養、食料安全
保障、医薬、生計を含む、福利の確保

10.農業、養殖業、林業で使われている空間を
持続可能に管理し、生産性等を向上

11. 大気質、水の質と量の調節に、災害からの
保護に貢献する自然の恵みを維持・促進

12.緑地、親水空間の面積及びアクセス増加

13.ABSを促進・確保するための措置の実施

14.政策、規制、計画、開発プロセス、会計等
への生物多様性の価値の統合

15.全てのビジネスが生物多様性への依存及
び影響を評価・報告・対処し、悪影響を半減

16.廃棄量を半減させるべく、責任ある選択と、
必要な情報の入手を可能にさせる

17.バイオテクノロジーによる悪影響への対処
のため、能力を強化し、措置を実施

18.生物多様性に有害な補助金を改廃、年
5,000億ドル分削減し、すべての奨励措置が
生物多様性に害をもたらさないようにする

19.全ての財源からの資源（資金）動員を年
2,000億ドルまで増やし、途上国向けの国際
資金は年100億ドル増やす

20.啓発、教育、研究により、重要な情報が生
物多様性管理の意志決定を先導の確保

21.生物多様性に関連する意思決定への衡

平な参加、先住民族、女性、若者の権利確
保

実施サポートメカニズム／実現条件／責任
と透明性／アウトリーチ、啓発、広報

２０５０年ビジョン

自然と共生する世界
2030年ミッション

地球と人類の恩恵のために、生物多様性を回復の軌道に乗せるため、
緊急な行動を社会全体で起こす

i意志決定において自然及びNCP＊が十
分考慮されること
ii SDGsにも貢献しながら、NCPの長期の
持続可能性が確保されること

i生物多様性に必要な毎年7,000億ドルの
資金不足（ギャップ）を縮める
ii 能力構築、科学技術協力等の資金以
外の手段を利用可能にする
iii 2030年までに、その後の10年間の資金
及び手段を約束する

i遺伝資源提供者が配分される金銭的利
益の割合の増加
ii 利益配分での非金銭的利益の増加

8. 年100億トンCO2相当分の緩和を含め、生態
系により気候変動に対する緩和・適応に貢献

2030年ターゲット（取るべき行動）

2.劣化した生態系の20%を再生・復元

*NCP: Nature’s Contribution to People：自然がもたらすも

の（自然の恩恵）。生態系サービスに代わる概念として
IPBESが提唱。

b人々の要請に応える

（参考）ポスト2020生物多様性枠組 １次ドラフトの構造



2050年ゴール(A～D)

とヘッドライン指標 a 脅威の縮小

cツールと解決策

A 生態系15%増、絶滅速
度を1/10に減、遺伝的多
様性を90％維持

B 保全と持続可能な利用

により、自然がもたらす
もの（NCP）を評価・維持・
強化

C 遺伝資源の利用から

生じる利益が公正かつ
衡平に配分

D 2050ビジョン達成のた

めの財政手段及びその
他の手段に係るギャップ
の縮小

1.全ての陸域/海域を、生物多様性も包括
した空間計画下に置き、原始的な自然地
域を維持

3.陸域/海域の重要地域を中心に30%保全

4. 野生生物との軋轢回避を含め、生物種
と遺伝的多様性の回復・保全のために行
動

5.種の採取、取引、利用を合法、持続可能に

6.外来生物の新規侵入及び定着を50%減

7.環境中の栄養分の喪失を半減し、環境
への農薬の放出を2/3削減し、プラスチック
廃棄物の流出を根絶

9.種の持続可能な管理による栄養、食
料安全保障、医薬、生計を含む、福利
の確保

10.農業、養殖業、林業で使われてい
る空間を持続可能に管理し、生産性
等を向上

11. 大気質、水の質と量の調節に、災
害からの保護に貢献する自然の恵み
を維持・促進

12.緑地、親水空間の面積及びアクセ
ス増加

13.ABSを促進・確保するための措置の
実施

14.政策、規制、計画、開発プロセス、
会計等への生物多様性の価値の統合

15.全てのビジネスが生物多様性への依存及
び影響を評価・報告・対処し、悪影響を半減

16.廃棄量を半減させるべく、責任ある選択と、
必要な情報の入手を可能にさせる

17.バイオテクノロジーによる悪影響への対
処のため、能力を強化し、措置を実施

18.生物多様性に有害な補助金を改廃、年
5,000億ドル分削減し、すべての奨励措置が
生物多様性に害をもたらさないようにする

19.全ての財源からの資源（資金）動員を年
2,000億ドルまで増やし、途上国向けの国際
資金は年100億ドル増やす

20.啓発、教育、研究により、重要な情報が生
物多様性管理の意志決定を先導の確保

21.生物多様性に関連する意思決定への衡
平な参加、先住民族、女性、若者の権利確保

8. 年100億トンCO2相当分の緩和を含め、
生態系により気候変動に対する緩和・適応
に貢献

2030年ターゲット（取るべき行動）とヘッドライン指標

2.劣化した生態系の20%を再生・復元

b人々の要請に応える

7.0.1沿岸の富栄養化の可能性の指数
7.0.2 プラスチックごみの密度
7.0.3 耕作地における農薬の使用

2.0.1劣化した又は転換された生態系の内、
再生が行われている生態系の割合

3.0.1保護地域及びOECMのカバー率

4.0.1 人と野生生物との軋轢によって影響を
受ける種の個体数の割合
4.0.2 中期又は長期の保存施設に保存され
ている食料と農業のための植物の遺伝資源
の数

A.0.1 選定された自然生態系
及び改変された生態系の面積
A.0.2 種の生息地指数
A.0.3 レッドリスト指数
A.0.4 種内で遺伝的に有効な
個体数が500を超える個体群の
割合

C.0.1 伝統的知識を含むABS合
意の結果としての遺伝資源の
利用から受領した金銭的利益
C.0.2 ABS合意から生じた研
究・開発製品の数

B.0.1 生態系サービスについて
の国の環境・経済勘定

D.0.1 GBF実施のための資金
の調達
D.0.2 国の生物多様性に関す
る計画策定プロセスと実施手段
に関する指標

5.0.1 合法かつ持続可能な方法で収穫され
ている野生生物の割合
5.0.2生物学的に持続可能な水準に収まっ
ている漁業資源の割合

6.0.1 侵略的外来種の拡大速度

1.0.1 生物多様性を統合している空間計画
でカバーされている陸域と海域の割合

8.0.1土地利用と土地利用変化に起因する
国別温室効果ガスインベントリ

9.0.1野生種の利用から生じる便益に
ついての国の環境・経済勘定

10.0.1生産性が高く、持続可能な農業
の下にある農地の割合
10.0.2持続可能な森林管理に向けた
進展

11.0.1 生態系による大気質、水の質及
び量の調整、及び災害と異常現象から
のすべての人々の保護についての国
の環境・経済勘定

13.0.1利益の公正かつ衡平な配分を
確保するための法的、行政的または政
策的な運用中の枠組みの指標

12.0.1市街地の中で公共に解放されて
いる緑地や親水地の平均占有率

14.0.1生物多様性の価値を主流化す
るために、どの程度、の国別目標が採
択されているか
14.0.2 環境経済勘定（SEEA）の実施とし
て定義される、国の勘定及び報告への
生物多様性の統合

15.0.1 生物多様性に対するビジネスの依存状
況及び影響

16.0.1食品廃棄指数
16.0.2 人口１人あたりのマテリアルフットプリント

17.0.1人の健康も考慮しつつ、バイオテクノロ
ジーが生物多様性に与える潜在的な悪影響
を防止、管理、およびコントロールするために
講じられている措置の指標

18.0.1生物多様性にとって有害な補助金やそ
の他の奨励措置で、転用、目的の変更、又は
撤廃されたものの金額

19.0.1生物多様性のための政府開発援助
19.0.2 生物多様性及び生態系の保全と持続
可能な利用に関する公共支出及び民間支出

20.0.1伝統的知識を含む、管理のための生物
多様性に関する情報とモニタリングに関する
指標

21.0.2 先住民及び地域社会（IPLCs）の伝統的
な領地における土地保有権
21.0.1 IPLCs、女性・女児、青年が生物多様性
に関係する意思決定への参加の度合

（参考）ポスト2020生物多様性枠組 １次ドラフト ヘッドライン指標



ポスト2020生物多様性枠組の案（議論中）

14.政策、規制、計画、開発プロセス、会計等への
生物多様性の価値の統合

15.全てのビジネスが生物多様性への依存及び影
響を評価・報告・対処し、悪影響を半減

16.廃棄量を半減させるべく、責任ある選択と、必
要な情報の入手を可能にさせる

2030年ターゲット案（取るべき行動）

生物多様性とビジネスの関係性を強化

3.陸域/海域の重要地域を中心に30%保全
（30by30）

2.劣化した生態系の20%を再生・復元

社有林などの場所（OECM）も含めた
取組が目標達成には不可欠

12.緑地、親水空間の面積及びアクセス増加

7.環境中の栄養分の喪失を半減し、環境への農
薬の放出を2/3削減し、プラスチック廃棄物の流
出を根絶

10.農業、養殖業、林業で使われている空間を持
続可能に管理し、生産性等を向上

8. 年100億トンCO2相当分の緩和を含め、生態
系により気候変動に対する緩和・適応に貢献農林漁業、廃棄物処理など、個別の業種に

影響しうる目標も

18.生物多様性に有害な補助金を改廃、年
5,000億ドル分削減し、すべての奨励措置が生物
多様性に害をもたらさないようにする



 

次期生物多様性国家戦略策定に向けた今後の予定 

 

 

○４～５月に開催予定であった生物多様性条約 COP15第二部は７～９月に延期の見込み。 

○これに伴い、次期生物多様性国家戦略策定スケジュールも後ろ倒しになる見込み。 

○COP15第二部の開催時期が正式に決定された後に、スケジュール確定。 

 

想定される暫定スケジュール（３月 18日現在） 

2022年 次期生物多様性国家戦略の検討 国際的な動き 

１月 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

４月 

 

 

 

 

 

 

７月 

～９月 

 

秋頃 

 

 

年内目途 

 

 

第３回小委員会（１月 19日） 

 

 

第４回小委員会（３月 22日） 

 

 

 

 

 

 

30by30ロードマップ公表 

            各種 

意見交換 

 

第５回小委員会 

 

 

 

第６回小委員会 

パブリックコメント、地方説明会 

自然環境部会・第７回小委員会 

閣議決定（見込み） 

ジュネーブ会合（１月） 

 ⇒３月に延期 

 

ジュネーブ会合（３月 14日～29日） 

・第 24 回科学技術助言補助機関会合（SBSTTA24）

第二部 

・第３回条約実施補助機関会合（SBI3）第二部 

・ポスト 2020 生物多様性枠組に関する第３回公開

作業部会（OEWG3）第二部 

 

 

 

生物多様性条約 COP15第二部（４～５月） 

 ⇒７～９月に延期（見込み） 

 

 

生物多様性条約 COP15第二部（見込み）※ 

・ポスト 2020生物多様性枠組採択予定 

 

 

※COP15 第二部は暫定ながら 2022 年第３四半期（７～９月）に開催されるとの見通しが条約事務局

より示されている（以下のリンクのジュネーブ会合シナリオノート２ページ目最初のパラ末尾参照）。 

https://www.cbd.int/doc/c/7d5d/b85c/cadcf30dfa4c4ec335d6fe7e/sbstta-24-01-add2-rev2-en.pdf 



報道発表資料

⽣物多様性条約第24回科学技術助⾔補助機関会合（SBSTTA24）及び第３回条約実施補助機関会合
（SBI3）等の第⼆部の結果について

１．令和４年３⽉14⽇（⽉）から同⽉29⽇（⽕）まで、スイス・ジュネーブにおいて、⽣物多様性条約の⼆つの補助機関会合及び公開作業部会が
開催されました。

 ２．ポスト2020⽣物多様性枠組等について各国の意⾒の隔たりが埋まらず、複数の選択肢つきで、COP15第⼆部で決定する事項の勧告案等が採
択されました。

 ３．このため、追加の公開作業部会を、６⽉にケニア・ナイロビで開催することが決定されました。

■ 経緯

愛知⽬標に続く⽣物多様性の新たな世界⽬標となる「ポスト2020⽣物多様性枠組」は、公開作業部会等での交渉を経て、当初は2020年10⽉に中
国・昆明で開催予定であった⽣物多様性条約第15回締約国会議（COP15）で採択される予定でした。

しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡⼤により、公開作業部会等での交渉はこれまで議題を限定してオンラインによる会合（第⼀部）
で実施され、議題の⼀部やCOP向け勧告案の採択は対⾯で開催する第⼆部まで持ち越されていました（COP15も⼆部制に変更）。今般、対⾯会合
開催の⽬途が⽴ったことから、以下の３会合について、その第⼆部（再開会合）がスイス・ジュネーブで開催されたものです。

■ 会議の結果

今般開催された３つの会合では、「ポスト2020⽣物多様性枠組」の１次ドラフトや同枠組みの進捗を測るための指標案を中⼼に議論が⾏われまし
た。

各会合には締約国代表のほか、国際機関、NGO等が参加しました（⽇本からは環境省、外務省、農林⽔産省、経済産業省が参加）。

多くの議題において各国の意⾒に隔たりがあったため、複数の選択肢を括弧書きで併記した成果⽂書（勧告案）が多数採択されました。「ポスト
2020⽣物多様性枠組」の最終ドラフトや指標等は、今次会合の結果を踏まえてCOP15第⼆部までに再度議論されて作成される予定です。

（１）第24回科学技術助⾔補助機関会合（
サ ブ ス タ

SBSTTA24）第⼆部

① 開催期間

令和４年３⽉14⽇（⽉）〜 同年３⽉27⽇（⽇）

② 主な議題の結果概要

● 「ポスト2020⽣物多様性枠組」の進捗を測るための指標等

「ポスト2020⽣物多様性枠組」の実施状況をモニタリングする枠組み（進捗を測るための指標等）の検討が⾏われました。各指標案について、⽬
標の進捗を測る上で適切か、また、技術的に測定可能か等の観点で議論された結果、多くの指標に修正が提案され、指標の数の絞り込みには⾄り
ませんでした。今後は科学的・技術的ワークショップ開催を含め、COP15第⼆部までに追加的な検討を⾏う予定です。

（２）第３回条約実施補助機関会合（SBI3）第⼆部

① 開催期間

令和４年３⽉14⽇（⽉）〜 同年３⽉28⽇（⽉）

② 主な議題の結果概要

● ポスト2020⽣物多様性枠組の計画、実施報告、評価及びレビューのためのメカニズム（PDCAサイクル）

「ポスト2020⽣物多様性枠組」のPDCAサイクルについて検討されました。PDCAサイクルの要素として、⽣物多様性国家戦略の策定・実施状況
の報告においては各国共通の指標、様式を⽤いて実施していくこと、世界的な進捗レビューを定期的に実施すること等について議論が進められま
したが、途上国からはPDCAサイクルの強化により⽣じる負担への⽀援（資⾦や能⼒開発等）が担保されることを条件とする意⾒が多く寄せられま
した。今次会合での進捗を踏まえ、COP15第⼆部までに⾮公式検討会を開いて本議論を継続することとなりました。

● 資源動員及び資⾦メカニズム

ポスト2020⽣物多様性枠組の実施に係る資⾦については、先進国はあらゆる資⾦源からの資⾦の動員の重要性を主張し、また数値⽬標の設定に慎
重⼜は精査が必要との⽴場を⽰しました。⼀⽅、途上国からは資⾦⽀援の増額を求める意⾒が表明され、地球環境ファシリティ（GEF）とは別の
新たな⽣物多様性関係の基⾦の設⽴等の新たな提案が複数出されました。こうした新規提案も含め、COP15第⼆部までに⾮公式検討会を開いて本
議論を継続することとなりました。

（３）ポスト2020⽣物多様性枠組に関する第３回公開作業部会（OEWG3）第⼆部

① 開催期間

令和４年３⽉14⽇（⽉）〜 同年３⽉29⽇（⽕）

② 主な議題の結果概要

● ポスト2020⽣物多様性枠組の各⽬標等

令和4年4⽉1⽇ ⾃然環境

https://www.env.go.jp/index.html


「ポスト2020⽣物多様性枠組」の各⽬標案を中⼼に議論が進められました。⽬標によって意⾒の収束状況には幅があるものの、完全に合意に⾄っ
た⽬標案はありませんでした。主な⽬標案に関する議論の状況は以下のとおりです。

・2030年までに陸地と海洋のそれぞれ30%を保護・保全する⽬標案（30by30）について、多くの国※が⽀持。

・気候変動と⽣物多様性に関する⽬標案については、多くの国※が⾃然を活⽤した解決策（Nature-based Solutions）により緩和、適応に貢献す
ることを⽀持。

・ビジネスと⽣物多様性に関する⽬標案については、企業が⾃然への影響と依存度に係る情報開⽰や負の影響削減を進められるよう政府が取り組

むことを多くの国※が⽀持。

    ※いずれも⽇本を含む。

● 遺伝資源に係る塩基配列情報（DSI）

DSIの取扱いに関する議論をどのように進めるかに関するCOP15への勧告案について議論が進められました。主な議論の状況は以下のとおりで
す。

・「ポスト2020⽣物多様性枠組」のゴールやターゲットにDSIについても明記すべきとするか否かについて意⾒が分かれました

・本議論は複雑かつ多くのステークホルダーに影響を及ぼすため、結論を急がず慎重に議論を進めるべきと主張する国が多く⾒られました。

（４） 今後の予定

今次会合の議論の進捗を踏まえ、「ポスト2020⽣物多様性枠組」に関する第４回公開作業部会（OEWG4）が本年６⽉21⽇（⽕）〜６⽉26⽇
（⽇）にケニア・ナイロビで開催されることが決定されました。なお、COP15第⼆部は暫定ながら2022年第３四半期（７〜９⽉）に開催されると
の⾒通しが条約事務局より⽰されています。[1]

                                    以 上

[1]⽣物多様性条約事務局プレスリリースより（令和４年３⽉29⽇時点）

連絡先
環境省⾃然環境局⾃然環境計画課⽣物多様性戦略推進室

代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8275

室⻑ 中澤 圭⼀ （内線 6480）
専⾨官 ⽵原 真理 （内線 7454）
係⻑ 友居 洋暁 （内線 6482）
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