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ディレクター

自然資本、すなわち自然の資産とは、空気、食料、水など人類に不可欠なサービス

を提供する生物多様性に富んだ生態系網のことである。第2次世界大戦後、急速に

世界経済が成長を遂げたことで、数十億人の人々が貧困から抜け出した一方、急

速な気候変動と広範な生物多様性の喪失・破壊という2つの環境的大災害が引き

起こされた。

金融業界は、気候変動にある程度注意を払ってきたが、生物多様性の問題には最

近までほとんど目を向けてこなかった。自然資本の喪失と気候変動が密接に絡み

合っているにもかかわらずである。

自然はCO2排出量の40％超を吸収

しかし、経済的影響は大きい。世界のGDPの半分以上に当たる約44兆米ドルの経

済価値創出は、中程度から高度に自然に依存している。それにもかかわらず、世界

の約5分の1の国において、生態系が崩壊の危機にさらされている。
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出所：世界経済フォーラム（2020年1月）
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ケンブリッジ大学の経済学者、パーサ・ダスグプタ氏は最近、自然資本が提供する

サービスに価値が置かれていないため、自然資本が失われつつあると主張してい

る。同氏は、自然資本の喪失を「資産管理の問題」と評しており、当社もそう考えて

いる。

ソリューションとリターンの創出

自然資本の価値が適正に評価されない理由の一つは、生物多様性が地域の土地

所有者に直接的な経済的利益をほとんどもたらさない点にある。例えば、農家に

とっては、森林を維持するよりも木を伐採する方が一般的に利益は高い。この問題

を解決するためには、森林が提供する生態系サービスを評価し、農家のインセン

ティブと公共のインセンティブを一致させるシステムが必要である。

これは喫緊の問題である。相互に関連する気候、生物多様性、土地劣化の危機1に

対処するためには、2050年までに推定8兆米ドル規模の自然への投資が求められ

ている。現在、自然を基盤とした解決策に年間1,340億米ドルが投じられているが、

これを2030年までに3倍、2050年までに4倍に増やす必要がある。

資産クラスとしての自然資本の台頭は、必要な投資を促す上で重要な役割を果た

すと当社は考えている。この分野の発展にとって構造的要素である、生物多様性の

測定基準の開発が進展している。同時に、ネットゼロを公約に掲げる企業や国は、

カーボンオフセットや新たな生物多様性オフセット市場を通じて、自然を基盤とした

解決策に投資する準備を整えている。

革新的な自然資本の所有者は、外部性を認識し、自然資産のサービスを収益化す

ることによって、すでに高い収益を上げている。これには、持続可能な木材や再生

型農業による農産物の販売、炭素排出許可証、新たな生物多様性クレジット、エコ

ツーリズムなどが含まれている。炭素や生物多様性の適切な価格付けが行われる

ことになれば、リターンが大幅に高まる可能性がある。

当社の見解では、自然資本投資は、高い利回り、生態系サービスの向上というプラ

スのインパクト、資産価値の上昇という3つの恩恵をもたらす可能性がある。さらに、

自然資本投資は、炭素集約度の高いポートフォリオを有する投資家や炭素集約型

事業を展開する企業にとって、ヘッジとしての役割も果たすであろう。現在、アセッ

ト・マネジャーは、投資家が資産配分に自然を組み入れることができるようなソ

リューションを提供する上で、重要な役割を担っている。

1 「State of Finance for Nature」、2021年5月17日、UNEP、WEF、ELD (Economics of Land Degradation 

Initiative)、Vivid Economics
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1 – 新たな資産クラスの発展

第2次世界大戦後、急速に世界経済が成長を遂げたことで、数十億人の人々が貧

困から抜け出した。その一方で、急速な気候変動、および生物多様性や自然生息

地の広範な喪失・破壊という、2つの環境的大災害が引き起こされた。

金融業界は、気候変動にある程度注意を払ってきたが、生物多様性にはほとんど

目を向けてこなかった。生物多様性の喪失と気候変動は密接に絡み合っており、生

物多様性の喪失が気候変動を助長し（土壌、森林、海洋植物が失われると、炭素

吸収源が失われる）、気候変動が自然資本の喪失を引き起こす（猛暑により砂漠が

拡大し、森林が後退する）という事実にもかかわらずである1。

しかし現在、社会や政府は、自然資本を維持し、向上させる必要があるということを

認識しつつある。さもなければ、自然資本が提供する重要な公共財をさらに危険に

さらすだけでなく、自然資本が提供する素晴らしい価値を私たち自身が享受できなく

なるからである。

「Natural Capital; Re-birth of an asset class」2のなかでは、様々な変化によって資

産クラスとして自然資本が台頭していることを論じた。自然資本の保全は、生物多

様性を保護し、気候変動の進行を遅らせることにつながるという理解が広まりつつ

ある。ネットゼロを公約に掲げる企業は、自然を基盤とした解決策やカーボンオフ

セットへ投資する準備を整えている。また、資産所有者は、自然資本資産から得ら

れる多額のキャッシュフローを「積み上げる」ことを学んでいる。

一部の地域では、限界放牧地を持続可能な森林へ転換しつつ、利益を上げてリス

クを低減できると当社は考えている。また、一部の農家では、同様の条件で工業型

農業から再生型農業への移行が可能である。

さらに、持続可能な林業と再生型農業が確立されれば、以下の理由から収益性が

高まるとみられている：

• 希少性や分散効果に加えて、気候変動リスクにさらされている投資家が、当該リ

スクを回避するため生物多様性資産を購入することにより、自然資本資産の価

値が上昇する

• 時間の経過とともに、各国の政策がより支援的となる

社会や政府は、自然資本を維持し、強化する
必要があることを認識しつつある

1 「Current emissions put the world on track for biodiversity collapse」、Bloomberg Green、2021年4月8日

2 「Natural capital: re-birth of an asset class」、Michael Ridley、HSBC AM、2021年2月
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1 – 新たな資産クラスの発展

パーサ・ダスグプタ氏のような経済学者は、「自然資本が激減しているのは、私たちが自

然資本やそれが提供するサービスの価値を適正に評価していないからだ」との見解を示

している。自然資本の価値が適正に評価されれば、自然資本を再生させるためのインセ

ンティブが働く。この洞察に基づくと、自然資本会計は自然資本が提供する利益を特定

し、推計するのに役立つ（セクション2）。

本稿では、自然資本に関連する多くの国内外のイニシアチブ（セクション3）と新たな自然

資本の測定基準やツール（セクション4）を検証する。

自然資本投資を後押しする政策が公表されており、炭素排出許可証はその第一弾であ

る。スイスと英国では、政府が環境土地管理（ELM）などの制度を通じて、生物多様性を

提供する土地所有者に対価を支払う。オーストラリアと英国では、生物多様性オフセット

や生物多様性ネットゲイン（BNG）によって、自然資本投資が支援されるとみられる（セク

ション5）。

こうしたポジティブな背景を受けて、多くの土地所有者は利益を維持するために、所有す

る自然資本の修復に資金を投じている。また、一部の土地所有者は、自然資本を大幅

に強化したいと考えている。再生型農業で生産された農産物、持続可能な木材、炭素排

出許可証、生物多様性サービスの維持は、土地所有者に対する私的な利益に加えて、

消費者や地域住民、社会といった受益者に対する公共の利益の実現を可能にする（セ

クション6）。
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2 – 自然資本

本質的な価値を有するが、打撃を受けている

自然資本とは、自然が持つ資産を表す言葉である。自然資本には空気、水、土地、動植

物、そしてこれらが人間に提供する生態系サービスや恩恵が含まれている。また、自然

資本は、その本質的な価値や美しさに加えて、地球上のすべての生物が生命を維持す

るために不可欠なサービスを提供している。

自然資本が担う多くの重要な役割の一つは、炭素吸収源として炭素を吸収し、長期にわ

たり貯蔵することである。現在、大気中に放出されたCO2のうち、24％を陸地（森林や土

壌）が吸収し、17％を沿岸や海洋が吸収している。これが意味するのは、現在、排出され

たCO2の約60％が大気中に残存し（図表1）、気候変動や海洋酸性化の原因となってい

るということである。このため、大気中のCO2を削減するためには、自然資本の炭素吸収

源を保護し、強化することが求められている。

図表1：現在のCO2排出源と吸収源

出所：Project Drawdown 2020年、気候変動に関する政府間パネル（IPCC） (2014年)、Global Carbon Project 

(2019年)

世界のGDPの半分以上が生物多様性に依存し
ているにもかかわらず、世界の約5分の1の国に
おいて、生態系が崩壊の危機にさらされている
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2 – 自然資本

多くの経済研究では、自然資本がいかに貴重であるか、そしてそれがいかに破壊されて

いるかが指摘されている。世界経済フォーラムの推計によれば、世界のGDPの半分以

上に当たる44兆米ドルが、食料、繊維、燃料の供給などにおいて、自然およびそのサー

ビスに中程度から高度に依存している。自然への依存度が高い産業が13兆米ドル（世

界のGDPの15％）を、依存度が中程度の産業が31兆米ドル（世界のGDPの37％）の経済

価値を生み出している1。

このように、世界のGDPの半分以上が生物多様性に依存しているにもかかわらず、世界

の約5分の1の国において、生態系が崩壊のリスクにさらされている2。Swiss Re社の「生

物多様性および生態系サービスのリスク・インデックス」では、オーストラリア、イスラエル、

南アフリカが上位にランクされており、インドとスペインもリスクが高いとされている。パキ

スタンとナイジェリアは、脆弱な生態系と大規模な農業セクターを持つ国として挙げられ

ている。

「State of Nature」レポート3によると、相互に関連する気候、生物多様性、土地劣化の危

機に対処するためには、2050年までに8兆米ドル規模の自然への投資が求められてい

る。現在、自然を基盤とした解決策には、年間1,340億米ドルが投じられているが、これを

2030年までに3倍、2050年までに4倍に増やし、2050年には年間5,360億米ドルを投資す

る必要がある。

このように、生物多様性は地球上の生物の維持のみならず、経済の機能にとって不可

欠である。また、多くの国の金融システムは生物多様性が提供するサービスに大きく依

存している。フランス銀行（中央銀行）の報告書によると、フランスの金融システムは、生

物多様性の物理的リスクと移行リスクに大きくさらされている。同報告書によると、フラン

スの金融機関が保有する有価証券は時価評価で40％以上が、21の生態系サービスの

うち少なくとも1つに「高度に」または「極めて高度に」依存している。また、フランスの金融

機関のポートフォリオの80％近くが、1つ以上の生態系サービスに少なくとも「中程度」に

依存しており、ポートフォリオの8％が5つ以上の生態系サービスに少なくとも「中程度」に

依存している4。

オランダでは、土地利用の「工業化」の影響に見舞われた結果、政府は農家に対して家

畜の数を削減することでアンモニア汚染を改善するよう迫る可能性がある。2019年にオ

ランダの最高行政裁判所は、影響を受けやすい脆弱な地域における過剰窒素の削減を

政府が十分に支援しないことは、EU法に違反していると判断した。家畜の糞尿から発生

する窒素化合物であるアンモニアは、湖や小川に流れ込み、地表水の酸素を奪う藻類

の繁殖を促し、自然の生息環境に打撃を与えている5。

オランダでは、当初の対応として、窒素酸化物汚染を緩和するために、一部の高速道路

の制限速度を時速100キロ以下に引き下げるとともに、様々な建設プロジェクトを中止し

た。さらに、2030年までに自然保護区の半分で、窒素排出量を健全な水準に引き下げる

ことを義務付ける新たな法律が導入された。また、政府は家畜の数を30％削減すること

を盛り込んだ提案をまとめた。

1 自然への依存度の高い三大セクターは年間8兆米ドルの粗付加価値（GVA）を生み出している：建設（4兆米ドル）、農業（2.5兆米ドル）、飲料（1.4兆米ドル）。［GVAとは、ある産業が

生み出した財・サービスから投入物・原材料コストを差し引いたもの］。『New Nature Economy Report』、世界経済フォーラム（WEF）

2 「Biodiversity and Ecosystem Services: A business case for re/insurance」、Swiss Re、2020年9月24日

3 「State of Finance for Nature」、2021年5月27日、UNEP、WEF、ELD (Economics of Land Degradation Initiative）、Vivid Economics

4 Environmental Finance「French financial system “significantly exposed” to biodiversity risk」、2021年8月31日

5 「Netherlands proposes radical plans to cut livestock numbers by almost a third」、The Guardian、2021年9月9日
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2 – 自然資本

経済的な予測

自然資本は、人類に大規模なサービスを提供しているにもかかわらず6、1980年代以降、

前例のないペースで破壊されてきた。経済学者らは、自然資本が脅威にさらされている

のは、それが適正に評価されていないからだと主張している。気候変動のような自然資

本の破壊は、市場の失敗を示す一例である。

自然資本は、多岐にわたる極めて重要な公共利益を提供しているが、地域住民には私

的な利益をほとんどもたらしていないかもしれない。例えば、多くの場合、森林を維持す

るよりも木を伐採する方が、農家は高い利益を得られる。森林伐採によって農家が得る

私的な利益よりも、生態系サービスの破壊という点で社会が被る損失の方が大きいにも

かかわらずである。

経済学者らは、これを「外部性の問題」と評している。農家のインセンティブと、森林がも

たらす生態系サービスに価値を置く公共のインセンティブを一致させるシステムが求めら

れている。農家は、自然資本が提供する公共財の一部を獲得する、つまり生物多様性

サービスの一部を収益化する必要がある。

ダスグプタ氏は、レポートのなかで、自然資本の価値が適正に評価されていないため、

自然資本の破壊が進行していると主張している。自然資本と自然がもたらす多様なサー

ビスと喜びを認識すれば、自然資本投資が増加し、自然資本サービスが維持され、強化

されるとしている。また、同氏は、自然資本の破壊は資産管理の問題であると述べてい

る。当社はアセット・マネジャーとして、これを対応すべき課題と捉えている。

6 「The Economics of Biodiversity; the Dasgupta Review – Final Report」、2021年2月2日
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2 – 自然資本

診断ツールとしての自然資本会計

前述の経済的な予測は、私たちを正しい軌道に導くものであるが、自然資本会計も今後

の道筋を示すものであると当社は考えている。自然資本会計は経済的な予測を実現さ

せる可能性がある。

自然資本会計の目的は、自然資本が提供する公共の利益や私的な利益を特定するとと

もに、これらのサービスと自然資本資産の価値を推定することである。

自然資本会計は、自然資本に関連する投資の意思決定に役立つであろう。例えば、土

地所有者が自ら所有する自然資本の維持・強化のため設備投資を行う場合、通常は私

的な利益のみを考慮する。しかし、これでは私的な投資支出がもたらす多くの公共の利

益が無視されることになる。

自然資本会計を通じて、自然資本投資によって生み出される公共の利益を享受している

地域住民や社会など他の当事者を特定できれば、その当事者に対して支払いを求める

ことで、自身の支出を部分的に相殺できるかもしれない。

さらに現在、多くの国の公共政策では、「公共財のための公的資金」というスローガンの

下、自然資本が提供する公共の利益に対する対価を、資産所有者に支払うことが検討

されている。

自然資本会計の導入による成果は、地域によって大きく異なる傾向にある。なぜなら、そ

れぞれの自然資本資産は、その場所固有の利益を生み出し、その受益者も異なるから

である。

英国では、不動産業者や土地管理会社が、土地所有者と土地管理者向けに、自然資本

会計に関する資料の発行を開始した。同資料により、土地管理者は、土地運営によって

もたらされる環境上の利益とコストを特定して定量化し、この利益とコストが誰のために

発生するのかを特定することができる。また、政府が環境に配慮した効果的な土地管理

の方針をいずれ発表する可能性があるが、こうした新たなインセンティブの観点から、自

然資本会計に関する資料は、土地所有者の立場を明確にすることに役立つであろう。

自然資本会計の世界基準は存在しない。英国規格協会（BSI）は2021年6月に「組織のた

めの自然資本会計」規格（BSI-8632）を発表した。これは、自然資本勘定を作成する企

業のためのグッド・プラクティスを定めたものである。

公的部門においては、国際連合が2021年3月11日に、生物多様性の価値評価を取り入

れた統計的枠組みである「環境経済会計システム：生態系会計（SEEA EA）」を採択した。

これにより、生態系の変化を追跡するための共通のルールが利用可能になる。SEEA

EA勘定は、生態系資産およびそれらが生み出す生態系サービスの機能に関する空間

的に明示されたデータと情報を用いて作成される。生態系会計は、すでに30ヶ国以上で

採用されている。
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ベースライン シナリオ 1 シナリオ 2

限界放牧地、イングランドの低地
80% 針葉樹
10% 広葉樹
10% 空き地

シナリオ1と同様だが、
立ち入りが許可されている

資産価値

私
的 食料

木材

公
共

二酸化炭素隔離

空気の質の向上

洪水リスクの低減

レクリエーション

(私的な) 総資産価値

(公共および私的な) 総資産価値

負債

生産コスト

維持費

負債総額

(私的) 純資産価値

(公共および私的な) 純資産価値

60年にわたる現在価値（百万英ポンド）。割引率は1年目から30年目までが3.5%、30年目から60年目までが2.5%
出所：Eftec、2021年

今日の持続可能な林業および再生型農業

自然資本会計によって、土地利用の変化がどのように純資産価値を変化させるかを調

査することもできる。図表2は、コンサルタント会社のEftec社が実施した自然資本の調

査を示したものである。同社は、イングランドで現在、限界放牧地として運営されている

土地を、森林として運営する場合（シナリオ1）と、一般の立ち入りが可能な森林として

運営する場合（シナリオ2）のバランスシートへの影響を調査した。図表2の公共の利益

を表す項目は、自然資本会計特有のもので、その土地の自然資本が提供するサービ

スの資産価値を推定している。

この調査では、2つの興味深い結果が得られた。一点目は、限界放牧地から森林地

（シナリオ1）または一般の立ち入りが可能な森林地（シナリオ2）へ転換すると、純資産

価値が大幅に上昇するということである。ベースラインではマイナス100万英ポンドで

あった土地の純資産価値は、シナリオ1では約1,300万英ポンドに、シナリオ2では約

1,900万英ポンドに上昇する。

もちろん、図表2から分かるように、資産価値上昇分の大半は、資産所有者の私的な

利益ではなく、公共の利益（二酸化炭素隔離、大気の質の改善、洪水リスクの低減、レ

クリエーション）の形でもたらされる。

二点目は、公共財に起因する純資産価値の上昇を除いたとしても、放牧地から森林地

への転換シナリオでは、その土地の（私的な）純資産価値が上昇することである（ベー

スラインのマイナス100万英ポンドからシナリオ1ではプラス80万英ポンド、シナリオ2で

はプラス70万英ポンドに上昇）。つまり、土地所有者は、この移行によって私的な利益

を得ることができる。

図表2：200ヘクタールの新たな森林を想定した自然資本のバランスシート

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではあり
ません。

2 – 自然資本
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さらに付け加えれば、今日では、土地所有者が持続可能な林業へ移行することで利益を

得られる場合、以下の２つの理由から、時間の経過とともに収益性がさらに高まる可能

性がある。一点目は、この市場に参入するプレーヤーが増えていくことが予想されてい

るからである。希少性や分散効果に加えて、気候変動リスクにさらされている投資家が、

当該リスクを回避するため生物多様性資産を購入する可能性がある。二点目は、時間

の経過とともに、資産所有者に対して、その資産が生み出す公共財の一部に対する対

価が支払われるようになると予想されているからである（セクション5）。

また、工業型農業から再生型農業への移行によって、利益が得られると当社は考えてい

る。その理由について、シナリオを検討していく（図表3）。農薬や肥料の支出の節約によ

り、直ちにコストを削減できる。そして、土壌の回復や健全化により、水（およびCO2）の

保持力が増すと、農地の回復力が高まる。土地所有者は、持続可能な農業により生産

された農産物や木材製品をおそらくプレミアム価格で販売することができる。

図表3：工業型農業と再生型農業の比較

出所：ＨＳＢＣアセットマネジメント、2021年9月

再生型農業への移行により、収量が低下する可能性がある。英国の非営利団体Food, 

Farming and Countryside Commissionの報告書では、環境再生型システムへの移行に

伴い、収量（穀物の1ヘクタール当たりトン）が27%減少すると推計されている7。しかし、こ

れはベースライン（工業型農業の収量） が一定との前提に基づくものであり、この前提

には疑問が残る。工業型農業では、土壌の劣化、地下水の水位の急激な低下、授粉媒

介者の減少などによって収量が急低下する可能性がある。

再生型農業の採用により、たとえ収量が低下したとしても、農地の回復力は高まるであ

ろう。健全な土壌は、水を流出させず、雨水を取り込み、保持する。また、土壌は自然の

プロセスを通じて補充され、授粉もさかんになる。再生型農業は、工業化された手法で

は採算がとれない「耕作限界地」で採用される可能性がある。

工業型農業 再生型農業

 私的な利益のために運営

 高い投入コスト

 低い回復力

 収量は高いが、回復力は低い

 農産物に対しての収入

 私的な利益と公共の利益のために運営

 低い投入コスト

 高い回復力

 収量は低いが、回復力がある

 農産物および提供される生態系サービスに対しての収入

7 Savills、「Spotlight: regenerative agriculture」、2021年2月8日
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3 - 総力結集への呼びかけ – 宣言、定義、開示

国際的に生物多様性に対する注目が高まっている。多くの条約、EUや国内の法

律、および業界の公約が、企業や土地所有者に対して、生物多様性に関する要

件を課している。企業は、自社の自然資本へのインパクトについて報告を求めら

れるようになっている。

国連生物多様性条約（CBD）

気候変動に関する条約（2021年11月1日から12日に、グラスゴーで開催された国

連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26））と同様に、生物多様性に関す

る条約を国連が採択していることは、一部では認識されていないかもしれない。

生物多様性条約は、2020年以降、保護地域として確保される土地の割合を増や

し、これらの自然生態系の連結性（コネクティビティ）と完全性（インテグリティ）を支

援することを目的としている。具体的には、地球上の保護地域の割合を2030年ま

でに30％に引き上げることを目標としている（現在は陸地の15％、海洋の8％が保

護されている）。2030年までに「ネイチャー・ポジティブ」な世界を実現することを目

指している1。

生物多様性条約第15回締約国会議（CBD COP15）は、パンデミックによる混乱の

ため、二部構成で開催される。第一部は2021年10月に開催され、第二部は2022

年4月に開催される予定である。COP15の第一部では「昆明宣言」が採択された。

生物多様性を政治的意思決定の中核に据え、「ポスト2020生物多様性枠組」採択

への道を開く合意に100超の国が署名した。

自然資本の保全に向け多くの取り組みが実施
されているが、目標の達成は極めて困難であ
る

1 世界自然保護基金（WWF）、世界自然保護連合（IUCN）総会（マルセイユ）の強力な合意内容を歓迎、WWF、2021年9月10日

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記
載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではありません。
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3 - 総力結集への呼びかけ – 宣言、定義、開示

しかし、この宣言には具体的な目標や期限がなく、法的拘束力もない。そのため、目標

の達成は極めて困難であると予想されている。国連生物多様性条約において設定され

た「愛知目標」は2020年までの達成を目指していたが、20の目標のうち完全に達成され

たものはなく、部分的な達成もわずか6にとどまることに留意する必要がある。

EUの2030年生物多様性戦略

昆明宣言の強みの1つは、おそらく宣言の目標を達成するという署名国の決意であろう。

例えば、EUの「2030年生物多様性戦略」はCOP15の合意に対するEUの貢献を示すとと

もに、「欧州グリーンディール」の中核でもある。同戦略は、2030年までに劣化した生態

系を回復させ、気候変動、森林火災、食糧不安、疫病の発生に対するレジリエンスを強

化することを目標としており、EUは2030年までに以下の達成を目指している。

 EUの陸地の30％以上、海洋の30％以上を保護する。

 すべての原生林と老生林を含め、EUの保護地域の3分の1以上を保護する。

 すべての保護地域を管理し、適切な監視を行う。

欧州議会は、法的拘束力のある「生物多様性法」の制定を求めている。これは、2050年

までに気候中立を達成するというEUの公約を法制化した欧州気候法（2021年4月制定）

に似たものになる可能性がある2。

EUタクソノミー

EUタクソノミーとは、事業活動や製品が環境面で持続可能かどうかを定義する分類シス

テムのことである。事業活動と製品は、6つの環境目標への貢献度に基づいて分類され

るが、環境目標の一つが生物多様性・生態系の保全である（図表4）。

持続可能な経済活動とみなされるためには、6つの環境目標のうち、1つ以上に貢献し、

残りの環境目標を著しく損なわないことが要件となる。例えば、生物多様性を著しく損な

う活動は、グリーンとは定義されない。一方、生物多様性に大きく貢献し、他の環境目標

を著しく損なわない活動はグリーンと定義される。6つの環境目標のうち、気候変動の緩

和および適応は2022年1月1日から、生物多様性を含む他の4つの環境目標は2023年1

月1日から実施される予定である。

2 「ESG問題：EUは気候変動問題に続き、生物多様性問題でもリードできるか」（HSBC、2021年6月10日）
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図表4：EUタクソノミーにおける6つの環境目標

出所：欧州委員会、バーンスタインによる分析

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではあり
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3 - 総力結集への呼びかけ – 宣言、定義、開示

フランスのエネルギー・気候法第29条

フランスのエネルギー・気候法第29条は、

フランスの金融機関に対して、生物多様

性へのインパクトを軽減するための戦略、

生物多様性に関する国際的な目標との

整合性、およびEUタクソノミーの環境基

準に適合する資産の割合について報告

することを求めている。フランスの2つの

研究機関Carbone 4およびIceberg Data 

Labが、企業の生産活動およびサプライ

チェーンの生物多様性へのインパクトに

ついて主導的な研究を行っているのには、

おそらくこうした背景があるものと思われ

る。

自然関連財務情報開示タスクフォース

（TNFD）

2020年7月に発表されたTNFDは、企業が

自然関連リスクを報告するための枠組み

を確立することを目的としている。同枠組

みは、企業や銀行が自然への依存度と

自然へのインパクト、および自然関連リス

クの評価、管理、報告を行うのに役立つ

と期待されている。

TNFDは、企業が気候変動関連のリスク

を開示する「気候関連財務情報開示タス

クフォース（TCFD）」をモデルとしており、

自然関連リスクの開示枠組みは2023年

に発表される予定である。

生物多様性のための金融誓約

2020年に複数のアセット・マネジャーが

「生物多様性のための金融誓約（Finance 

for Biodiversity Pledge）」に署名した。署

名機関は、2024年までに以下を行うこと

を約束した。生物多様性の評価手法や指

標について知見を共有し協力する、生物

多様性の基準をESG方針に組み込む、

生物多様性に関し企業とのエンゲージメ

ントを実施する、投融資が生物多様性に

負のインパクトを与えていないか評価す

る、生物多様性への負のインパクトを軽

減するために、利用可能な最善の研究成

果に基づく目標を設定および開示する、

生物多様性目標に対するインパクトにつ

いて年次報告を行う。

EUタクソノミーは、6つの持続可能な活動を中心に据え、
持続可能な活動の標準的な定義を網羅している。

気候変動の緩和

気候変動への適応

水・海洋資源の持続可能な
利用と保護

循環型経済への移行、廃棄物の防止と再利用

環境汚染の防止と抑制

健全な生態系の保護

持続可能な投資手法
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4 - 自然資本市場インフラの出現

測定指標

新たな市場は、自然に発展するものでもなく、少数の人々が望むだけで発展するもの

でもない。市場の発展には、指標やツールの整備に加え、適切なインセンティブが必

要である。自然資本市場では、いずれの面でも大きな進展がみられ、適切な市場イン

フラが構築されつつある。

生物多様性を測定・定量化するための指標が開発されている。平均生物種豊富度

（MSA）、生物多様性完全度指数（BII）、種の生息地指数（SHI）は、特定の場所におけ

る生物多様性のレベルを測定することが可能である。例えば、企業が生物多様性に与

えるインパクトは、特定の場所におけるMSAスコアが時間とともにどのように変化する

かを測定することにより計測される。

MSAは最も一般的な指標であり、特定の場所の現在の生物多様性と、人類による汚

染が全くなかった場合の生物多様性を比較してスコアを算出する。スコアが100％は原

始の状態、0％は固有種が完全に消滅したことを意味する。特定の場所のMSAの測定

には、その面積を掛け合わせる。つまり、MSAが75％の100平方メートルの場所は、

MSAが100％の75平方メートルの場所と「同等」である。

2010年の世界の陸地のMSAの平均は65％であった。言い換えれば、世界の陸地の生

物多様性の約35％が失われたことになる。2010年から2050年にかけて、世界の陸地

のMSAのうち、さらに10％が失われ、2050年には55％しか残らないと推定されている1。

BIIは特定の場所の本来の生物多様性の「無傷さ」を表し、MSAと同様に0％から100％

の数値で示される。世界的に見ると、BIIはほぼ80％である。これは、10年ごとに約1％

ずつ減少する傾向にある。

SHIは種の豊富さを測定する。現在、陸上の哺乳類のSHIは、83％まで低下している2。

特定の場所の生物多様性へのインパクトを、時間の経過とともに測定することから、当

社はMSAを選好している。しかし、この指標によって、異なる場所の生物多様性を比較

可能であるという点には疑問があると考えている。多くの点で、生物多様性の価値は、

その場所固有の要因の影響を受けるからである3。この点を除けば、MSAは極めて有

効な指標であると考えている。実際、MSAは、後述するグローバル生物多様性スコア

（GBS）のような開発中の生物多様性ツールの基礎として用いられている。

自然に関する測定指標の開発が大きく進
展し、適切な市場インフラが構築されつつ
ある

1 ‘‘Global diversity score: a tool to establish and measure corporate and financial commitments for biodiversity’, 2018 

technical update, Club B4B+, CDC Biodiversite.

2 世界自然保護基金（WWF） 「生きている地球報告2021」

3 これは、二酸化炭素の排出状況とは異なる。CO2は一様に拡散される汚染物質であり、どこで排出され、どこで削減が行

われるかは重要ではない。

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記
載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではありません。
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4 - 自然資本市場インフラの出現

ツール

確立された指標は、市場の構造を支える基本的な構成要素となる。NGOや学者などは、

この指標を用いて、企業が生物多様性に与えるインパクトを図表で示すためのツールを

開発した。

フランスでは、2018年に企業の生物多様性へのインパクトを企業収益との関係で測定す

る「グローバル生物多様性スコア（GBS）」が、CDC Biodiversityによって開発された。そ

のスコアは、バリューチェーンや投資ポートフォリオを通じた企業の生物多様性へのイン

パクトを、平均生物種豊富度（MSA）を指標として定量化したものである。GBSは、企業

の活動が生物多様性に与えるインパクトをスコア化しようとするものである。

「自然に関する科学に基づく目標設定」は、気候に関する科学に基づく目標設定イニシ

アチブの「姉妹」イニシアチブとして、Science Based Target Network（SBTN）が開発して

いるものであり、設計は2022年末まで続く。SBTN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）」のパネルが支持する原則と手法

に基づいて活動している。IPBESは、自然資本を対象とする「気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）」のような国際組織である。IPBESは、「生物多様性にインパクトを与える5

つの圧力」という概念を生み出した4。

国際自然保護連合は、絶滅を食い止めるための世界的な目標に向けた特定の保全・修

復活動について、特に特定の場所の潜在的な貢献度を文書化するために、「Species 

Threat Abatement and Restoration（種の脅威の軽減と回復：STAR）」手法を開発した。

STARは、絶滅危惧種に保全上の利益をもたらす可能性のある活動を特定し、促進する

ことを目的としている。

「ENCORE（Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure）」は、環境変化

が経済に与える影響について理解を深めるためのツールであり、自然が提供する経済

生産を可能にするサービス、ひいては経済生産の自然への依存度に焦点を当てている。

また、ENCOREは、こうした依存関係の結果として企業が直面しているリスクを示す。開

発は、自然資本金融同盟（NCFA）が、スイス連邦経済省経済管轄局（SECO）の資金提

供を受け、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP-WCSC）と共同で

行った。

ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所が開発した「自然関連の金融リ

スクに関するハンドブック」は、自然の喪失により金融機関が直面するリスクを投資家が

把握することを可能にする。同ハンドブックでは、生物多様性の喪失に関連して、物理的

リスク、移行リスク、訴訟リスク、およびシステミックリスクが特定されている。物理的リス

クは、気候変動、異常気象、生態系の変化などにより自然システムが損なわれることを

指す。移行リスクは、自然保護対策の導入や消費者の行動変化より、企業や企業に資

金を提供する金融機関が損害を受けることを指す。訴訟リスクは、訴訟当事者が責任が

あると考える企業に損害賠償を請求することを指す。システミックリスクは、経済全体に

対するリスクであり、他の産業に影響を与える、または連鎖的な反応を引き起こすことを

指す。

4 5つの圧力とは、1）陸地と海の利用の変化、2）生物の直接的な搾取、3）気候変動、4）環境汚染、5）侵略的外来種をいう。「Nature's dangerous decline 'unprecedented'」、IPBES、

2021年
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多くの政府は、地域的にも世界的にも自然資本を維持し強化する必要があるということを

認識し始め、自然資本を支えるための公共政策プログラムを実施している。

公共財のための公的資金

スイスと英国では、農家への保障制度が変わりつつある。これまで、農地面積や生産量

に応じて補助金が支払われてきたが、今後は農地の生物多様性を高めることに対して、

一部が支払われる。英国では、環境土地管理（ELM）制度が導入され、政府が公共財に

対して資金を拠出している。

スイス

1990年代以降、スイスでは、農家に支払われる補助金を生産要素と切り離し、公共財に

対して支払われるようになった。農業への支払いは生産量とは切り離され、環境条件を

満たした場合に支払いが行われている。

新たな法律の下、一般的な1ヘクタール当たりの面積支払いと家畜飼養に対する頭数支

払いが廃止された。スイスでは、牛が文化的に重要な存在であり、直接支払いの30%を占

めていたことから、頭数支払いの廃止は議論を呼んだ。このような改革や農家数の減少

にもかかわらず、農業部門に割り当てられる財源は引き上げられている。

新たな支払制度は、より複雑なものであるが、政府は現在、以下の6つのカテゴリーに基

づき、生物多様性を支援している

 文化的景観 - 生物多様性の高い文化的景観の維持を支援

 食糧供給 - 開放的な農地と永続的な農作物の耕作を支援

 生物多様性 - 生態系や生息地の質に対する支払い

 景観の質 - 優先すべき景観の保護を促進

 生産システム - 持続可能な生産システムへの対価の支払い

 資源効率化 - 土壌の健全性を促進する手法など技術に対する支払い

支援的な公共政策プログラムが導入され、現
在、多くの地域でカーボンオフセット制度や生
物多様性オフセット制度が実施されている

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記
載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではありません。
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5 –自然資本の強化に向けた政策イニシアチブ

こうした改革が達成された背景には、スイス連邦農業局（FOAG）が農業が提供すべき公

共サービスについて、明確な目標を含めた報告書を作成したことや、政府が集中的なス

テークホルダー・エンゲージメントを実施したことが挙げられる。また、FOAGの提言をモ

デル化した補助金改革が実施されたことにより、生産や生態系に関する成果の評価に

おいて、すべての指標が通常時（BAU）を上回った。

英国

EUからの離脱に伴い共通農業政策から外れた英国では、政府が独自の農業支払制度

の改革を進めており、公共財の提供に対価を支払うシステムの採用を目指している。

2020年に施行された英国農業法では、「環境土地管理（ELM）」という概念が導入された。

ELMでは、「公共財のための公的資金」に基づき、修復可能な農業や持続可能な林業の

導入を支援する。農業法では、7年間の移行期間を経て、ELMに基づく支払いが主流に

なることを想定している。

ELMには、「公共財のための公的資金」という要素が含まれている。再生型農業を支援

する持続可能な農業インセンティブ、地域の自然回復、景観回復という3つの異なるス

キームに基づいて、農家に資金援助が行われる。農業法では、将来的に農家は、再生

可能な農場として収量を減らしながら操業する、農作物の生産を中断して再野生化を目

指す、低炭素農業を実施して収量を増やす、という3つのいずれかの形をとると想定され

ている。

カーボンクレジット

現在、多くの地域でカーボンオフセット制度が導入されている。土地所有者は、土壌や森

林が回収した炭素量に応じて対価を得られる。

炭素回収と生物多様性は、どちらも公共財を生み出すが、異なるものである。自然資本

は二酸化炭素を貯蔵し、それに付随する生物多様性は炭素を回収する以上の価値をも

たらす。こうした理由から、自然資本はカーボンオフセットと生物多様性オフセットの両方

の対象になると主張するエコノミストもいる。そうなれば、自然資本が提供する2つの恩

恵に対して、2倍の保障がなされることになるであろう。

こうした認識が欠如すれば、誤った結果につながる恐れがある。例えば、二酸化炭素の

回収量だけを評価して生物多様性を評価しない場合、土地所有者は原生林を伐採し、

成長の早いユーカリを植林するかもしれない。

幸いなことに、炭素排出許可証制度の構築において、炭素排出許可証への「生物多様

性の完全性（インテグリティ）」の考慮が検討されている。また、炭素回収に加え、森林や

生息地の生物多様性への対価も得られるよう、カーボンオフセットへの「乗数効果」の導

入が検討されている。
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5 –自然資本の強化に向けた政策イニシアチブ

生物多様性ネットゲイン

オーストラリアや英国など多くの国が、生物多様性オフセットを実施している。英国は、

生物多様性ネットゲイン（BNG）制度を導入予定である。これは、自然資本投資のインセ

ンティブになる可能性がある。

生物多様性オフセットは、ある場所で生じた生態系への負の影響を、別の場所で生物多

様性を新たに創出することで代償し、開発プロジェクトによる環境への影響を最小限に

抑えることを目指している。BNGでは、さらに一歩進んで、別の場所で創出する生物多様

性の価値を同等ではなく、10％上回ることが求められている。

実際には、生物多様性オフセットやBNGは積極的に認められない可能性が高い。オフ

セットは、生物多様性への影響を緩和する措置を講じるための優先順位（ミティゲーショ

ン・ヒエラルキー）において、最下位に位置づけられていることに留意すべきである（図表

5）。つまり、他の代替案が検討のうえ棄却された場合にのみ、オフセットが適用される。

ミティゲーション・ヒエラルキーには、4つのステップがある。最初の2つのステップ（回避と

最小化）は、自然資本の破壊を防ぐことを目的とし、残りの2つ（復元とオフセット）は、ダ

メージを許容しつつ修復を試みるものである。オフセットは、1から3のステップが実施で

きない場合にのみ認められる。

図表5：生物多様性への影響「ミティゲーション・ヒエラルキー」

出所：「A cross-sector guide for implementing the mitigation hierarchy」、異業種間生物多様性イニシアチブ、

2015年

オフセットやBNGの利用が制限されているにもかかわらず、こうした制度は自然資本投

資を促進するであろう。生物多様性の高い土地を開発するインセンティブが土地所有者

に働くため、こうした土地開発が生物多様性のオフセットに利用されるようになる。自然

保護団体のネイチャー・コンサーバンシーは、英国でBNGが導入された場合、年間

6,300/ヘクタールのオフセットが可能となり、年間1億から3億英ポンドの生物多様性資金

を生み出す可能性があると試算している1。

• 区域を選別

• 設計

• スケジュール

回避

• 物理的なコントロール

• 運営上のコントロール

• 削減コントロール

最小化

• 生息地の復元

• 生物多様性の価値を再
び向上

• 生態系サービスを再び
向上

修復

• 修復オフセット

• 回避された損失分のオフ
セット

オフセット

予防 修復

いいえ はい

1 「Biodiversity net gain in England: developing effective market mechanisms」、ネイチャー・コンサーバンシー、2021年10月
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オーストラリア

オーストラリアは、生物多様性の最前線に立っている。これは驚くべきことではない。同
国は、大規模な資源セクターを有し、人口の急増を経験し、農業セクターはアジア市場
への供給に向けて拡大している。そのため、生物多様性オフセットは開発プロジェクトの
環境への影響を軽減する役割を果たす。

ニューサウスウェールズ州の生物多様性オフセット（BOS）制度は、最も進んだ制度の一

つである。BOSの下、開発や伐採の承認を得るには申請書に生物多様性への影響をど

のように回避し、最小化するかを記載しなければならない。残存する影響は、生物多様

性クレジットの購入や償却、または生物多様性保全基金への支払いによってオフセット

することが可能である。

英国

英国は、これまでからオフセットを推進している。英国の環境・食料・農村地域省（Defra）

は、2009年に「生物多様性指標」を作成し、生息地の識別性（低、中、高）、生息地の質

（低、中、良）、生息地の面積（ヘクタール）の3つの基準で生息地を評価している。

政府は現在、「ノー・ネットロス」の代わりに「生物多様性ネットゲイン（BNG）」の概念を採

用する方向で検討している。実際、BNGは、英国の改正環境法案の重要な部分を占め

ている。同法案は、「生物多様性を強化し、豊かな自然空間を創造する」ために、すべて

の開発者に10％の生物多様性ネットゲインを達成することを義務付けている。

生物多様性ネットゲインは、前述の生物多様性指標を用いて算出される。ネットゲインは

最低30年間確保する必要があり2、開発地で最低10％の生物多様性ネットゲインを達成

できない場合、開発者は生物多様性ユニットを他の生息地の市場から購入することがで

きる。同制度の下、開発者は別の土地で生物多様性を10％「向上」させることができる。

これにより、土地管理者は、需要に応じて生物多様性オフセットを販売して大きな収益機

会を得ることが可能である。

ナチュラル・イングランドは、生物多様性ネットゲインの指針となる「ナチュラル・イングラ

ンド生物多様性クレジット・スキーム」を策定した。これは、生物多様性投資のパイプライ

ンと報酬構造を構築して、生息地に資金を供給するためのものである。また、英国規格

協会（BSI）は、生物多様性ネットゲイン基準を開発した3。

2 「Biodiversity net gain: updating planning requirements」；環境・食料・農村地域省（Defra）、2019年10月15日

3 https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/new-standard-on-biodiversity-net-gain-for-development-projects/

5 –自然資本の強化に向けた政策イニシアチブ
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6 –自然資本投資

企業や土地所有者などの民間セクターの関係者は、世論の圧力、市場データ、

政府の奨励策にどのように対応するべきか。現在、自然資本投資は利益をもた

らすが、市場の関心の高まりや国の支援拡大につれて、さらに高い利益が期待

できる可能性がある。

再生型農業

再生型農業は、土壌の健全性と生物多様性を回復・向上させる。これは、土壌

の健全性と生物多様性を低下させる現行の工業化農業とは明らかに対照的で

ある。したがって、再生型農業の導入により、多くの公共の利益がもたらされる。

例えば、受粉媒介生物にとっては、土地の利用度が低い方がよい。ユニバーシ

ティ・カレッジ・ロンドン（UCL）の研究では、集約耕作地がある地域では、野生地

域に比べて、受粉媒介昆虫が70％以上も少ないことが明らかになった。ハチや

その他の昆虫の減少を回避するためには、持続可能な農業が必要である1。

再生型農業には5つの原則がある。それは、土壌の撹拌を最小限に抑えること、

種の多様性を最大限に高めること、土壌を覆って有機物を蓄積すること、年間を

通して生きた根を維持すること、そして家畜を広範な農業プロセスに統合するこ

とである2。

農地や森林の資本価値は、上昇する可能性がある。こうした資産クラスは、人

口の増加、食料や建築資材の需要の増加、耕作可能地の限りある供給、土地

の劣化や都市の拡大による土地の獲得競争、などに支えられる可能性がある。

再生型農業や持続可能な林業は、短期的な利益を生むだけではないとみられ

ている。より多くの投資家が自然資本に投資し、より多くの国が土地所有者に生

物多様性の向上や公共財の提供に対価を支払うようになれば、一段と収益性

が高まる可能性がある。

自然資本投資によって、再生型農業、持続
可能な林業、海洋生物の保護を支援すること
が可能である

1 「Intensive agriculture could drive loss of bees and other tropical pollinators」、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、2021年5月18日

2 Regenerative agriculture’、 Savills、 2021年2月8日

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記
載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではありません。
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6 – 自然資本投資

持続可能な林業

建材に鉄やコンクリートではなく、木材を使用することに消費者が注目していることから、

持続可能な木材への需要が高まっている。クロスラミネート木材は、鋼鉄やコンクリート

の市場シェアを奪うかもしれない。木材は、注目される新たな建物にも使用されている。

アルファベット社のヨーロッパ本社の正面には、腐敗しにくく耐久性に優れた木材製品で

あるアコヤ材が使用されている。

クロスラミネート木材は、アーボレータム（パリの低炭素オフィスキャンパスで、欧州最大

の無垢材によるオフィス）の開発に使用される予定である。このオフィスキャンパスは、

126,000m2のオフィススペースを有する。7つのビルのうち5つのビルは、主にクロスラミ

ネート木材で建設され、最高の環境基準（BREEAM、HQEなど）と低炭素ラベル（BBCAま

たはE+C-）を満たすとみられている。

アイルランド銀行は、植林への投資を可能にする自然を基盤とした資金調達手段を開発

した。「ウッドランド・ネイチャークレジット」は、アイルランド全土の原生林の植林を支援す

るために開発された。クレジットの購入者は、EU非財務情報開示指令に基づいてこれら

の利益を報告できる。また、クレジットは、EUタクソノミ－に準拠しており、EU企業のサス

テナビリティ報告に関する新たな指令3にも適合している。

ガボンは、森林保全を支援するため、国連が支援する「中央アフリカ森林イニシアチブ

（CAFI）」基金と締結した1億5,000万米ドルの資金枠から、1,700万米ドルの最初の支払

いを受けた。炭素排出許可証の価格上昇は、自然の炭素吸収源4としての価値向上を意

味する4。

淡水・海洋生物の保護

自然資本資産には、泥炭地、湿地、サンゴ礁などの様々な陸地や海洋の資産が含まれ

ている。

ベリーズは、世界第2位の広さのサンゴ礁を有する。政府は、海洋保全への資金投入を

約束することで、一部の債券保有者と債務再編で合意した。また、財務省は、債券買い

戻しおよび債務帳消しについて、債券保有者グループと合意に至ったと述べている5。債

券保有者は、資金の「大部分」が海洋保全に割り当てられると政府が約束したことが、合

意に至る一因であったとしている。

3 「Bank of Ireland introduces Woodland Nature credit」、2021年8月17日

4 https://ieconomy.io/gabon-recently-received-17-million-for-protecting-its-forest/

5 「Marine conservation promise helps Belize strike ‘superbond’ deal’」、ロイター、2021年9月4日
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結論

自然資本が、資産クラスとして台頭する環境は整いつつある。生物多様性の測定基準

の開発が進んでいる。資産所有者は、自然資本資産から得られる多額のキャッシュフ

ローを「積み上げる」ことを学んでいる。ネットゼロを公約に掲げる企業や国は、カーボ

ンオフセットを通じて、自然を基盤とした解決策に投資する準備を整えるなか、生物多

様性オフセット市場は発展を遂げている。各国の政府や投資家の間では、自然資本を

保護することで、森林や土壌に炭素を貯留し、気候変動の進行を遅らせることができる

という理解が広まりつつある。

また、気候変動や持続可能性の広範な問題への取り組みが拡大するにつれ、その重

要性と価値が高まる資産に対して、投資家の需要が増大している。そのため、自然資

本の強化や、自然資本が提供する生態系サービスの保全を目的とした取り組みへ資

金が流入している。広まりつつある炭素排出許可証制度は、自然資本サービスの価値

が認識されるなかで、解決策の重要な部分を占めている。心強いことに、オーストラリ

アと英国が、生物多様性許可証を試験導入した。こうした解決策以外にも、自然資本

の保全と回復は、すでに経済的利益をもたらしている。例えば、工業型農業から再生

型農業への移行や、集約的な林業から持続可能な林業への移行などが挙げられる。

こうした変化は、より広範に強固なキャッシュフローを新たに創出するであろう。なぜな

ら、自然資本の希少性の高まりや新たな資産クラスへの投資の拡大による潜在的な

地価上昇が期待できることに加え、観光業などの補助的な収入源、農薬や肥料の節

約により、消費者が持続可能な農業や木材製品に高い価値を見いだす可能性がある

からである。

さらに、こうした恩恵は、将来的にさらに高まるであろう。例えば、国際的に多くの炭素

および生物多様性に係る制度が設けられ、炭素排出許可証や生物多様性許可証の

価格が上昇することが期待されている。しかし、こうした許可証制度がなくとも、自然資

本に対する需要は、今後高まるとみられている（現在、自然資本資産は妥当な価格で

購入可能である）。自然資本の評価手法の改革は、革新的な土地所有者や、インパク

トを求める投資家だけが推進しているわけではない。懸案中の報告・開示義務や規制

の圧力も、これを後押しするであろう。EUと英国は、生物多様性と生態系を支援する法

的規制措置の実施に向けすでに動きだしている。

自然資本投資は、高い利回り、生態系サービスの向上・改善というプラスのインパクト、

そして資産価値の上昇という3つの恩恵をもたらすと当社は考えている。さらに、自然

資本投資は、炭素集約度の高いポートフォリオを有する投資家や炭素集約型事業を

展開する企業にとって、ヘッジとしての役割も果たすであろう。社会的なニーズが高ま

るなか、長期的な投資機会が確実に存在している。アセット・マネジャーは、投資家が

資産配分に自然を組み入れることができるようなソリューションを提供する上で、重要

な役割を担っている。

自然資本投資は、生態系サービスの改善とい
うプラスのインパクトを生むと同時に、高い利回
りと資産価値の上昇という恩恵をもたらす

過去のパフォーマンスは将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料は情報提供を目的としたものであり、記
載された予測、見通し、目標の実現を保証するものではありません。
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当資料のお取り扱いにおけるご注意

• 当資料は、 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（以下、当社）が投資者の皆様への情報提供を目的としてＨＳＢＣアセットマネジメントが
作成 した資料を翻訳・編集したものであり、金融商品取引契約の締結に係わる勧誘を目的としたものではありません。

• 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、データ等
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• 当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。 当社は、当資料に含まれている情報について更新す
る義務を一切負いません。

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 308 号

加入協会 一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／日本証券業協会


