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動き出したNature Positive Economy by 2030

ネイチャー・ポジティブな社会を
実現するために
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「生きている地球指数」Living Planet Index：LPI
1970年から2018年の間、野生生物の個体群は平均69%減少
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◼ 生きている地球レポート2022が10月13日に世界同時公開
◼ LPIは世界の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類の個体群の変化を追跡し、生物多様性の豊かさを測定
◼ 1970年から2018年までにLPIは69％減少
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地球のバイオキャパシティの限界とエコロジカルフットプリント

◼ 地球の再生能力（バイオキャパシティ）を超えて人は生物資源を利用している
◼ 2022年の調査では、約1.75個分の地球資源を一年に消費している

エコロジカル・フットプリント

バイオキャパシティ

カーボン・フットプリント
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生物多様性を回復傾向に向かわせるためには、保全対策に加えて、持続可能な
生産と消費を含む対策をとる必要がある。

実績値

対策を講じない現状維持シナリオ

保全対策強化シナリオ

統合対策（保全、持続可能な生産・消費）シナリオ

回復の傾向がみられる時点

生物多様性を回復傾向に向かわせるための将来
シナリオ
（土地利用変化モデルからの平均値）

実績値

対策を講じない現状維持

保全対策強化

統合対策

（保全＋持続可能な生産・消費）

問題の要因に真摯に対処し、変革を起こすこと

基準年2010
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WWFが目指す生物多様性条約交渉での
目標設定

生物多様性の損失を食い止め、

2030年までにネイチャー・ポジティブを実現

生息地の保全 生産と消費 確固たる実施策 資金
自然を基盤とした

解決策

2030年までに陸・淡水・
海洋の30％を保全し、劣
化した生態系を回復させる。

2030年までに自然破壊を
引き起こすすべてのセクター
において、生産と消費のフッ

トプリントを半減させる

強力で効果的な実施メカニ
ズムの確立（時間軸をおき、

行動の段階的強化）

2030年までに、自然環境に配慮
した資金の流れを整え、有害な補
助金をすべて廃止するための措置

とともに、資金の大幅に増加

人、自然、気候に恩恵をも
たらすために、生態系を考慮
しさらに自然を基盤とした解

決策を含める
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生物多様性とビジネス（アクセンチュア-WWFジャパン共同研究）

背景：
◼ 生物多様性の損失が顕著となっている

◼ 国際的な基準が未だはっきりと定まらず、形
成途上にある現段階では、先進的な企業で
あってもどのように具体的な施策を事業活動
に反映させるか模索中

◼ アクセンチュア社会貢献活動（コーポレー
ト・シチズンシップ）の一環でWWFジャパン
との共同研究プロジェクトとして実施。

https://www.accenture.com/jp-ja/about/corporate-
citizenship/biodiversity

調査レポート
生物多様性とビジネス -危機的現状とビジネスの可能性- Executive Summary[PDF]
生物多様性とビジネス -危機的現状とビジネスの可能性-完全版[PDF]

生物多様性とビジネス -危機的現状とビジネスの可能性- TNFD LEAPプロセス実施ガイダンス[PDF]

Copyright@2022, Accenture, All rights reserved.

Contributors として
WWFジャパン参画

https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r1-2-finalize-jp-ja/pdf/pdf-180/accenture-biodiversity.pdf
https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r1-2-finalize-jp-ja/pdf/pdf-181/accenture-biodiversity-full.pdf
https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/a-com-migration/r1-2-finalize-jp-ja/pdf/pdf-181/accenture-biodiveristy-tnfd-leap-guidance.pdf
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Copyright@2022, Accenture, All rights reserved.
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Copyright@2022, Accenture, All rights reserved.
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Copyright@2022, Accenture, All rights reserved.
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Nature Positive Economy Roadmap

G7サミット 2030年 自然協約（2021）
“our world must not only become net zero, 
but also nature positive, for the benefit of 
both people and the planet.”
（私たちの世界は、人と地球の両方の利益のために、
ネット・ゼロになるだけでなく、ネイチャー・プラスにならな
ければならない）

IPCCとIPBESの合同ワークショップ報告書 （2021）
“the world will fail unless climate and nature 
crises are tackled together”
（気候の危機と自然の危機を一緒に取り組まなければ、
世界は破綻する）

公平で、ネット・ゼロ、ネイチャー・ポジティブな結果を促
進するために、国際的なメカニズムを整えていく必要が
ある。

https://wwf.panda.org/wwf_news/?5681466/Nature-Positive-Economy-Roadmap

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100200012.pdf
https://ipbes.net/events/ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-biodiversity-and-climate-change
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◼ ネイチャー・ポジティブ経済とはどのようなも
のなのか、明確な「ビジョン」があること。

◼ ネイチャー・ポジティブ経済を推進するために
必要な国際的なシステム構造の改革。

◼ これらの改革をどのように実施するかについ
ての戦略的計画

包括的で公平、かつ政治的にも裏付けされたプロセスを設定

ネイチャー・ポジティブ経済ロードマップ（案）
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自然を積極的に取り入れるために必要な経済的・財政的手段やインセンティブをど
のように実行に移すのが最善なのか、明確さやコミットメントに欠けている。

ネイチャー・ポジティブ経済ロードマップ（案）

• 官民を問わず世界的協調の下で推進するために必要な包括的な枠組

• 国内、管轄外の地域、越境生態系・資産（河川など）の効果的かつ公平な保護・回復を確保する制度

• 移行を支援するための世界貿易・金融システムの運用方法の変更などの多国間行動。

• 国際的なバリュー／サプライチェーンを通じて、持続可能な生産と

消費のパターンをグローバルに推進する政策と制度的メカニズム。

• グローバル資本市場、その他の貿易協定といった自然への投資の

ための市場を通じて、国内レベルで自然に配慮した経済政策を導

入するためのマクロ経済的インセンティブ。

• 持続可能な意思決定に対する制度的障壁（GDPの過度の重視

など）に対する、多国間の情報開示と行動の強化。
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（ご参考）
COP15サイドイベント情報
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WWF関連サイドイベント（CBD COP15）
Side Event Title Main Applicant Sponsors Date (Time)
Investment in biodiversity conservation and sustainable use by the African Development Bank and WWF 
in support of the implementation of the post-2020 Global Biodiversity Framework.

AfDB WWF 12/07  (1315)

Achieving Target 3: Technical support for implementing the 30x30 target UK Costa Rica, France, WCPA, 
TNC, WWF, IIFB, WCS

12/10 (1315)

Biodiversity and Economy: What future for this duo in the post-2020 global framework? OREE GPBB, EF, B4N, UNESCO 
MABR, WWF

12.13 (1315)

Protecting Vietnam's Natural Heritage Vietnam WWF 12/13 (1315)
I’s on the Ocean: Integration, Implementation, Impact WWF WEF, CBD, FOA 12.16 (1815)
Nature Positive Business model 2050 MoEFCC CII (India), WWF India, GIZ, 

UNDP, IBBI, GPBB, B4N
12/17 (1315)

Inclusive and Effective Implementation of Draft Target 3: Lessons Learnt from Past Country Experiences GEF CBD, WWF, WCPA, IIFB 12/07 (1315)
Small-Scale Fisheries and Aquaculture: Rich Reservoirs of Biodiversity and Nutrition to Preserve, Cultivate 
and Sustainably Consume

Iceland Canada, WWF 12/07 (1315)

Connecting the crises: Integrating ecological connectivity in the Post-2020 GBF to combat biodiversity 
loss, climate change, land degradation and the next pandemic

CMS UNCCD, WWF, CLLC, 
Zambia, CBDGDF, PCA, GCR

12/08  (1315)

How the Global Species Action Plan (GSAP) supports the implementation of the post-2020 Global 
Biodiversity Framework to deliver species conservation outcomes.

Republic of 
Korea

IUCN, France, Türkiye, 
Birdlife, WWF

12/08 (1815)

How a human rights-based approach can deliver a truly transformative and just post-2020 Global 
Biodiversity Framework

Swedbio WWF, UNEP, OCHCR, GiZ 
Birldlife, GYBN, IIED, CBD

12/08 (1815)

How Business can scale up a Nature Positive economy in Brazil CEBDS CNI, WWF, LIFE Institute 12/15 (1315)
Halving the global footprint by 2030: A Leaders dialogue sustainable production and consumption and 
circular economy

WWF Colombia, Finland, Kenya, 
Solomon Islands

12/16 (1315)

Nature-Positive Infrastructure: Connecting Communities – Safeguarding the Planet WWF, ADB, 
AfDB, UNEP,等

12/08 (1315)

Aligning the Financial Flows for an Ecological Civilization – how to speed up the momentum WWF, Malaysia 12/16 (1815)

オフィシャルサイドイベント
https://www.cbd.int/side-events/

★

★

https://www.cbd.int/side-events/4664
https://www.cbd.int/side-events/4736
https://www.cbd.int/side-events/4514
https://www.cbd.int/side-events/4619
https://www.cbd.int/side-events/4827
https://www.cbd.int/side-events/4623
https://www.cbd.int/side-events/4845
https://www.cbd.int/side-events/5055
https://www.cbd.int/side-events/5159
https://www.cbd.int/side-events/4597
https://www.cbd.int/side-events/4439
https://www.cbd.int/side-events/4588
https://www.cbd.int/side-events/4869
https://www.cbd.int/side-events/4829
https://www.cbd.int/side-events/5107
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ネイチャー・ポジティブ パビリオン（CBD COP15）

ネイチャー・ポジティブ パビリオン Livestream あり

Aligning financial flows with nature

12月12日 13時半～14時半

Solutions - how we are already activating finance for nature.
To showcase concrete solutions for increasing the alignment of public and 
private financial flows with nature. Explore the global Nature-Finance Alignment 
Toolkit being developed by NatureFinance and explore how the TNFD 
framework is being implemented by companies and financial institutions to 
disclose their nature related risks and opportunities. 

Integrating nature and climate frameworks to unlock private finance

12月14日 12時～1時

How private finance for nature can be unlocked by considering nature alongside 
net zero in high level foundational policy frameworks through private sector net 
zero transition planning.

When finance talks nature

12月14日 13時半から14時半

Creating synergies between nature-related taxonomies and scenario analysis for 
effective environmental policymaking

Nature Positive Pavilionの
ウェブサイトはこちら

https://www.naturepositive.o
rg/cop15schedule

https://www.naturepositive.org/cop15schedule

