
地球環境問題とその解決に向けた最近の動向

森林研究・整備機構 中静 透

• 最近の地球環境問題における議論

• 感染症や災害に対するレジリエンス

• TCFD + TNFD

• 生物多様性問題-企業活動-NbS



北半球の平均気温

人類世（人新世）という考え方

Great acceleration （大加速）



Looking Back on the Limits to Growth by Mark Strauss. Smithsonian magazine, April 2012

ドネラ・H・メドウズ『成長の限界—ローマ・クラブ人類の危機レポート』
（ダイヤモンド社、1972年）は正しかった（？）
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地球のシステムとその限界値の関係

https://stockholmuniversity.app.box.com/s/avnyhh4xzshxb19j82hn5mf3hxyuvqj0
Steffen,W. et al. (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. 
Science 347, 736. DOI: 10.1126/science.1259855
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SDGsの土台は自然や生き物

海陸 水 気候

貧困 住 平和 エネルギー 健康 教育 ジェンダー 食

経済 産業 平等 責任



Russi D. and ten Brink P. (2013). Natural Capital Accounting and Water Quality: Commitments, Benefits, 
Needs and Progress. A Briefing Note. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

持続可能性には再生可能な自然資本が重要

地下資源

（鉱物・化石燃料・土
塁元素・砂利など）

非再生可能・枯渇性
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再生可能・枯渇性

生態系資本

（資産としての生態
系・生態系サービス

など）

再生可能・枯渇性

自然資本



人獣共通感染症の発生要因と分布
Drivers and locations of emergence events for zoonotic
infection diseases in human

Keesing et al. (2010) Nature 468, 647-652.

土地利用変化 農業の集約化 食品産業の変化



https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Ja.pdf



自然資本を活かした社会資本整備・国土計画

グリーンインフラ (Green Infrastructure)

• 社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において自然環境が有する

多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくるをするもの

EcoDRR（Ecosystem based Disaster Risk Reduction）

• 生態系のもつ機能を利用し、その持続的管理を通じて防災・減災を行うもの

EbA（Ecosystem based Adaptation）

• 生態系のもつ機能を利用した気候変動に対する適応策

NbS（Nature based Solution）

• 自然環境を保護・復元したり持続的に管理することによって社会課題を解

決し、同時に人間や生物多様性などのコベネフィットを得るアクション
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インフラストラクチャーの違いによる効果の比較

The royal Society (2014) Resilience to extreme weather. The Royal Society Science Policy Centre report.

食糧 生計 気候変化の緩和

水供給 生物多様性 複合的な防災・減災

平
均

的
な

効
果

の
大

き
さ

グリーンインフラ

グレーインフラ

ハイブリッド

生態系を利用したインフラは
多面的な機能を持っている



Dasgupta Review （2021）

Headline Messages

Our economies, livelihoods and 
well-being all depend on our most 
precious asset: Nature.

……..

 The solution starts with 
understanding and accepting a 
simple truth: our economies are 
embedded within Nature, not 
external to it.

……..

We need to change how we think, 
act and measure success.

(iii) Transform our institutions and 
systems – in particular our finance and 
education systems – to enable these 
changes and sustain them for future 
generations.

Citation: Dasgupta, P. (2021), The Economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review. (London: HM Treasury)

人間の生計と幸福は自然に依存している

自然を外部経済化してはいけない

金融と教育が大切



www.cdp.net | @CDP

CDPフォレスト



環境省大臣官房環境経済課「令和２年度
ESG金融ステップアップ・プログラム推
進事業におけるグリーンファイナンス・
ポータルサイト整備委託業務」。
資料TNFDホームページの情報を基に、
CSRデザイン環境投資顧問（CSRD）が
作成。

自然関連財務情報開示
タスクフォース
（Task Force on Nature-related 
Financial Disclosures: TNFD）

今後の取り組みスケジュール



愛知目標の達成状況（グローバル）
GBO5 (CBD 2020) による評価

価値の認識

国の計画への統合

奨励策・補助金

持続可能な計画

損失スピード

水産資源の持続性

陸域資源の持続性

汚染による損失

外来種

気候変動

保護地域

絶滅危惧種

作物家畜の遺伝的多様性

水に関するサービス

劣化した生態系の回復

名古屋議定書

国家戦略

伝統的知識

科学的知識と技術

資金動員

完全に達成できた目標はゼロ！



環境省資料



https://www.iges.or.jp/jp/pub/ipbes-global-assessmentspm-j/ja
IPBES（2019）生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書政策決定者向け要約



地球環境問題とその解決に向けた最近の動向

森林研究・整備機構 中静 透

• 環境問題と社会問題はリンクしていて、その解決
には、再生可能な自然資本が重要

• 感染症や災害に対するレジリエンスには生態系が
重要な機能を果たす（NbS）

• TNFDの枠組みが構築されつつある

• 生物多様性条約の目標、国家戦略などにも、企業
活動・金融、NbSなどが位置づけられる


