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ロベコの生物多様性に対するアプローチ 

はじめに

私たちが所属する金融セクターと資産運用業界には、生物多様性のさらなる喪失

を阻止するために果たすべき重要な役割があります。これは単にサステナブル投

資において「あれば好ましい」程度のものではなく、ロベコのお客様と運用パフォー

マンスにとって長期的な利益につながるもので、地球の保護に貢献するため金融

面での影響力を駆使して最善を尽くすという責務でもあります。このためロベコで

は、気候変動、生物多様性、人権の つを、サステナブル運用戦略における戦略的

優先事項に設定しました。

ロベコでは何年にもわたり、コモディティ関連の森林破壊に特化したエンゲージメント・プログラムやパーム

油に関する方針を通じて、また、 統合プロセスにおいて生物多様性を重要要素として評価に組み入れ

ることを通じて、生物多様性の問題に取り組んできました。投資先の環境関連リスク（および機会）を評価

する要素の つとして、この問題は長年にわたって投資プロセスに組み入れられてきました。

しかしながら、さらなるエンゲージメント推進という点で、また投資判断において、多くの課題が残されている

ことは明らかです。環境破壊につながる事業により生物多様性喪失を引き起こす企業を回避するだけの問

題ではありません。生物多様性の保全に努める企業を把握して、そのようなサステナブルな企業に資金を

振り向ける必要があります。

このような取り組みはロベコを含むいかなる投資家も単独で実現できるものではなく、企業、政府、金融セ

クターをはじめ、社会のあらゆるステークホルダーの貢献が必要です。そのため、この極めて重大なプロ

ジェクトを世界規模で推進する取り組みにおいて、世界自然保護基金（ ）オランダ支部とパートナーシ

ップを結ぶこととなりました。ロベコは オランダと協力して、このホワイトペーパーで概略するロードマッ

プを活用し、両者共通の目標を達成するために投資家の資金を活用する方針です。

今後数年のうちに、 との提携や「生物多様性のためのファイナンス協定」等のコラボレーションを通じ

て、生物多様性と自然の保護に対する投資家としての貢献度を測定し、貢献の実現を軌道に乗せていくこと

を、基本的な目標に掲げています。

今回のホワイトペーパーでは、取り組みを開始した理由・背景、これまで実施してきた取り組み、今後の目標

という一連の道筋を記載しています。ぜひご一読のうえ、この重要なミッションに共に取り組んでいただける

ことを期待しています。

債券及びサステナビリティ
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オランダ支部 巻頭言

自然界は危機に瀕しています。人類の歴史上、現在ほど速いペースで生物多様性

の減少が進んだ時代はありません。「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（ ）」によると、人間が自然界を圧迫すること

によって、 万種という驚異的な数の生物種が絶滅の危機に瀕しており、その多く

は数十年以内に絶滅する見通しです。土地や海洋の利用の変化、生命体に対す

る直接的な搾取、汚染、外来種の侵入等によって、多くの生態系が脅かされていま

す。しかしながら、自然界の危機はこの単独の問題だけではありません。

気候変動が自然喪失を招く要因をさらに悪化させています。その結果自然喪失が進むと、炭素を吸収して

気候変動の影響を緩和する能力の低下につながります。さらに、このような悪循環によって、気候変動の影

響に対する耐性も低下します。劣化した生態系は、健全な生態系のようには、自然現象から人間を守って

はくれないからです。

このような自然喪失がもたらす経済的な影響は、前例のない規模に拡大しています。生態系は例えば天然

資源の供給や調整を通じて、人間と企業に重要な恵み（生態系サービス）をもたらしています。世界経済フォ

ーラムの推計によると、世界の経済産出量の半分以上（ 兆米ドル）が、大なり小なり自然に何らかの形で依

存しているため、自然界のシステムが崩壊すれば、経済や金融のシステムも崩れることになります。金融市場

参加者を含む地球上のあらゆるセクターに従事する人々にとって、重要な問題であることは明らかです。

同時に、自然がもたらす数多くの機会に対する認識が世界的に広がっています。「自然とビジネスの未来

に関する報告書（ ）」では、自然喪失の約 の要因となっている つの

経済システム（食糧、インフラ、エネルギー）を転換することによって、ネイチャー・ポジティブな（自然を優

先する）経済から 兆米ドルのビジネス機会が生み出されると推計されています。生態系は重要な資産と

捉えることができます。

経済システムを食物連鎖になぞらえると、金融セクターは連鎖の最上位に位置すると考えられます。金融

は経済システムの基盤を成し、あらゆる種類の経済活動を可能にするものですが、自然に対して好影響と

悪影響の両方を及ぼします。このため金融セクターは、気候と生物多様性の危機に対応する重要な役割

を担います。

金融セクターが行動を起こすためには、自然が短期的な業績に与える影響と、長期的に生じうる財務上のリ

スクと機会を理解するための情報が必要です。 は「自然関連財務情報開示タスクフォース（ ）」の創

設に携わりました。このタスクフォースは、金融機関が自然関連のリスクと機会を、戦略的計画の策定、リス

ク管理、資産配分決定のプロセスに組み込むための枠組みを構築することを目指しています。もっとも、タス

クフォースの作業が完了するまで金融機関が行動を起こさないとしたら、戦略が近視眼的であると評価され

るでしょう。直ちに行動すれば、移行リスクを劇的に削減することが可能です。

このホワイトペーパーにまとめられたロベコの生物多様性ロードマップは、真の意味での前進と言えます。

全社的に自然関連の影響と依存性を理解し、これに対応することを目指しています。着実な実行に向け

て、ロベコと協働で取り組んでいくことを楽しみにしています。私たちが直面する危機の破滅的な影響を避

けるため、金融関連のあらゆる意思決定に自然の観点を統合する取り組みに貢献したいと希望していま

す。

オランダ

グリーンファイナンス担当ディレクター

世界自然保護基金オランダ支部（ オランダ）との提携

ロベコと世界自然保護基金オランダ支部（ オランダ）は、 年 月

より新しいパートナーシップを始動しました。生物多様性喪失の緊急性を

強調し、ノウハウを蓄積し、生物多

様性を資産運用に統合するため

に投資家がとるべき行動を示すこ

とを目指し、それぞれの専門分野

を結集します。
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自然喪失がロベコにとって重要な

問題である理由
人類の歴史上、生物多様性はかつてないほど速いペースで減少しています。また、

減少を推し進める圧力は強まりつつあります。世界経済の半分以上が健全な生態

系に依存しています。生物多様性の喪失が進めば、金融市場自体がリスクにさらさ

れる恐れがあります。このため、自然の保全と修復を図ることは、投資家の皆様と

投資先の長期的な利益に直結することになります。

自然は人間が存在するうえで欠かせないものですが、人間の活動によって世界的に自然破壊が進んでいま

す。食品、エネルギー、素材の生産と消費が進む過程で、将来にわたってこれらを供給する自然の能力は

ますます失われています。富とウェルビーイング（幸福、健康）を持続させるには、生物多様性と生態系の喪

失を修復することが不可欠ですが、修復は経済と社会を変革してこそ実現します。

地球にとっての緊急性

第一線の科学者達が、 つのプラネタリー・バウンダリー（地球の限界）を特定しました 。バウンダリーを越

えると、地球は私たち生命種が生息できないような状態に変貌する可能性があります。図表 はプラネタリ

ー・バウンダリーを整理したものであり、気候変動、淡水の消費、海洋の酸性化、生物多様性の喪失等から

構成されます。科学者達は生物圏のこうした側面それぞれについて、人類が何世代にもわたって進化・繁

栄し続けることが可能な領域を示す、プラネタリー・バウンダリーの定量化を試みました。バウンダリーを越

えると、大規模な環境の変化が不可逆的に生じるリスクが生じます。

ストックホルム・レジリエンス・センターのリサーチによると、生物圏の一体性（生態系が自らを調整する能

力）の喪失と、遺伝的多様性（種の多様性と種の遺伝子型の多様性）の喪失という 項目において、既にプ

ラネタリー・バウンダリーの限界値を越えています。つまり、生態系が人間社会に対して財とサービスを提

供し続ける能力は、脅かされていることになります。また、生物圏や海洋への窒素・リンの流出もプラネタ

リー・バウンダリーを越えてしまい、一部の国では社会的、経済的影響が生じています（ボックス 参照）。

さらに、気候変動と自然林や生態系の転換も、臨界の数値に近づいています。

 出所

ボックス 生物多様性と生態系サービスの定義

生物多様性には植物、動物、その他の生命体が含まれます。「生物多様性条約（ ）」において、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を含むあらゆる生息地の生命体の間の変異性と定

義され、種内、種間、生態系の多様性が含まれます。

生態系サービスとは、生物多様性が提供する財とサービスを意味し、人間が収穫・採取する財（食料、水、繊維、

木材、医薬品）を供給する供給サービスと、庭園、公園、海岸線等の文化的サービスが含まれます。これに加え

て、自然のプロセスは、土壌の保全と再生、洪水の制御、汚染物質のろ過、廃棄物の吸収・分解、作物の授粉、

水循環の維持、気候の調節、その他多くの機能を果たしています。これらの調整・維持サービスがなければ、私

たちの経済と社会は成り立たないでしょう。

http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
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図表 プラネタリー・バウンダリーの枠組み

出所 他。 年。「 （プラネタリー・バ

ウンダリー 変わりゆく地球における人類の開発の指針）」

年に「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（ ）」は、自然

に関して、これまでで最も包括的な研究を完了しました。これによると、世界の自然環境は過去 年間に未

曾有のペースで悪化しています。陸上における在来種の平均個体数は、主に 年以降、少なくとも は

減少しています。また、両生類の 以上、造礁サンゴの約 、海洋哺乳類の 分の 以上が絶滅の危機

に瀕しています 。

こうした危機は、土地と海洋の利用、生命体に対する搾取、気候変動、汚染、外来種の侵入等を要因として

います。特に人口の増加や生産・消費の拡大という形で、人間の活動がこれらの要因を作り出しています。

生物多様性の喪失が続けば社会にとって深刻な結果を招き、「国連持続可能な開発目標（ ）」やパリ協

定等の国際的な目標達成に向けた努力が阻害されることになるでしょう。

 出所

ボックス オランダの窒素危機

窒素分子（ ）は地球の大気の約 を構成しています。これは、反応しにくく、不活性の状態にあります。一方、

窒素酸化物（ ）やアンモニア（ ）等の反応性窒素は、多くの自然生態系や農業において不可欠な栄養素と

なります。窒素肥料の開発（大気中の非反応性窒素をアンモニアに加工）と化石燃料の燃焼（反応性窒素酸化物

を放出）によって、生物圏における反応性窒素の量は大幅に増加しています。土壌や水中に過剰に含まれる反応

性窒素は自然を破壊し、動植物の種を絶滅させる要因となるだけでなく、近隣の地盤や水質にも影響を与えま

す。 年にオランダの最高裁は、国による建設関連の排出量の計算に誤りがあったとの判決を下しました。つ

まり、アンモニア等の汚染ガスの排出をさらに抑制する必要があったことになります。その結果、有害な窒素化合

物を排出する数百もの建設プロジェクトが保留となりました。また、高速道路上の日中の制限速度が、排出量を削

減する目的で時速 に引き下げられました。一方、オランダの農家は、アンモニア汚染の抑制に協力するた

めに、土地を売却して家畜頭数を減らすことを余儀なくされる可能性が浮上し、家畜削減に反対するデモを路上で

展開しています。畜産農家に対する補償費用は ～ 億ユーロに達する可能性もあり、窒素がもたらす富栄養

化が直接的な経済的影響を及ぼすことを証明しています。

限界値未満（安全） 

不確実性領域（リスクの増大） 

不確実性領域超（リスクが高い） 
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二酸化炭素の発生源と吸収源 

気候変動と生物多様性

気候変動と生物多様性が密接に関連していることは、科学的に証明されています 。気候変動は生物多

様性喪失の主要な要因の つです。その一方、気候変動を緩和し、これに適応するうえで、生物多様性は

不可欠な役割を果たします。劣化した生態系は、気候が環境に与える衝撃に対する自然界の耐性を弱

めます。これに対し、健全な生態系は、高潮、干ばつ、洪水といった気候変動の物理的影響から人間を

守ります。

世界的な気候変動を緩和する要因のうち、最大 を自然の力が占めるとの試算も存在します。産業革命

前の時代から、炭素排出量の約半分が、森林、海洋、その他自然の炭素吸収源等、自然の力によって吸

収されてきました（図表 ）。残りは大気中に放出され、地球温暖化を引き起こします。このため、気候変動

の問題に取り組むうえで、陸上、淡水、海洋の自然生態系を保全し、劣化した生態系を修復することが欠か

せません 。

しかしながら、自然の吸収源が提供する気候変動の緩和機能は、微妙なバランスの上に成り立っていま

す。図表 で示したように、土地利用は森林破壊や農地転換等の形で二酸化炭素の主要な排出源にもなる

ため、土地に由来する隔離効果は実質的に相殺されてしまいます。また、海洋は正味で二酸化炭素の排出

量の大半を隔離しますが、大気中の二酸化炭素が海中において大量に吸収されると、海水の の水準が

低下して酸性化が進みます。海洋酸性化は沿岸と海洋の生態系サービスに深刻な打撃を与え、多くの国に

おいて食糧と所得の安全保障にリスクを生じさせます。

図表 温室効果ガスの排出と隔離（ 年以降の累積）

大気

年

石炭 石油 ガス セメント 土地利用 残余部分 土地吸収 海洋吸収 大気  

年

出所 グローバル・カーボン・プロジェクト

 出所：

 出所：

http://www.cbd.int/climate/intro.shtml
http://www.cbd.int/climate/intro.shtml
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/highlights.htm
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ボックス ネットゼロに向けたロベコのロードマップ

ロベコは 年 月に、ネットゼロ・アセットマネジャーズ・イニシアティブ（ ）の創設署名機関として、 年

までに全運用資産における温室効果ガスの排出量ネットゼロを実現することにコミットしました。現在、 の署

名機関は 社まで増加し、署名機関の運用資産残高の合計は 兆米ドルに達しています。

年 月には、 年と 年までの具体的な短中期目標を含む、ネットゼロに向けたロードマップを公表しま

した。このロードマップは、以下の つの柱と つの主要アクションから構成されています 。

第 の柱 ロベコの全活動において、 年までに 、 年までに の脱炭素化を図る。年平均では の

脱炭素化に相当する。これは、科学的な観点から、地球温暖化を ℃に抑制するために必要な水準とされる。

 アクション ポートフォリオの脱炭素化

 アクション 事業活動関連排出量の削減

第 の柱 株主や債券保有者としての影響力を行使し、企業や国に対して気候関連アクションを促すことによって、

移行を加速させる。

 アクション 企業による移行の加速

 アクション 各国政府に対する気候関連アクションの呼びかけ

第 の柱 顧客、同業他社、基準設定機関、業界のステークホルダーと連携して、気候目標に準拠した投資を推進

する。

 アクション 脱炭素化に向けた顧客との協働

 アクション ネットゼロ投資推進のためのコラボレーション

経済と社会にとっての緊急性

あらゆる経済活動は、自然界が提供する生態系サービスによって支えられています。具体的には、授粉、

淡水、新鮮な空気、炭素の回収、洪水に対する防御等が挙げられます。世界の の半分以上が、自然と

生態系に依存しています 。また、果物や野菜を含む世界の食用作物の 以上が、動物の授粉に依存し

ています。全世界の生態系サービスが生み出す価値は年 ～ 兆ユーロに達すると試算されています

が、これは全世界の の 倍に相当します 。しかしながら、世界の生態系は推計ベースラインと比べて

衰退しており 、経済とビジネスに深刻なリスクを突きつけています。

この数十年間、世界経済は生物圏を犠牲にしながら成長してきました。ビジネスと政策は、生物多様性と生

態系サービスに直接的、間接的な悪影響を及ぼしています。例えば、漁業セクターでは、経済的インセンテ

ィブと政策に後押しされる形で、世界の海洋魚種資源の が乱獲されています（国連食糧農業機関（ ）

調べ）。自然の衰退は、社会の不安定性や対立を助長する可能性があります。例えば、 ～ 億人もの

人々が、食料や生計を森林に依存しながら生活を営んでいます 。健全な生物圏を保全することは、より広

範な社会的、経済的 の実現に向けて、極めて重要になります（図表 参照）。

 出所

 他、 年、「ネイチャー・リスク・ライジング：自然を襲う危機が企業と経済に与える影響（

）」、世界経済フォーラム

 出所

 出所

 他、 年、「 （森林が果たす経済的貢献）」、国連森林フォーラム、イスタンブール、 年 月 ～ 日開催。

http://www.robeco.com/en/insights/2021/10/roadmap-outlines-plan-for-move-towards-net-zero-emissions.html
http://www.robeco.com/en/insights/2021/10/roadmap-outlines-plan-for-move-towards-net-zero-emissions.html
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
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図表 の実現は健全な生物圏に依拠する

出所 ストックホルム大学ストックホルム・レジリエンス・センター、 画像

ボックス 国連生物多様性条約第 回締約国会議

科学者達が警鐘を鳴らす内容の報告書（ 年の による報告書等）を公表する中で、 年前半に中国昆

明において対面方式で開催されるグローバル生物多様性サミットに対する期待が、高まりつつあります。 と

は、 年にリオデジャネイロで開催された地球サミットにおいて採択された生物多様性条約（ ）の、第 回締

結国会議を意味します。

ここ数年間、科学者、専門家、政府関係者は、 における採択に向けて、自然保護に関する 年までの目

標を定めたグローバルな枠組みの策定に取り組んできました。各国は、 年までに世界の海洋と陸地の

を保全し、外来種侵入の制御を導入し、プラスチック汚染を削減するという目標について、合意に達する見通し

です。一方、 や、「リーダーによる自然への誓約（ 、 カ国が賛同）」や の「 年

自然協約」等のイニシアティブは、自然を優先する「ネイチャー・ポジティブ」を 年までに実現するという、さら

に野心的な目標を支持しています。

生物圏

社会

経済
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投資家にとっての緊急性

世界経済が自然界と生物多様性に依存しているということは、究極的には財務的リスクの存在を意味しま

す。気候変動の場合と同じように、金融機関が直面する自然関連リスクは、物理的リスクと移行リスクという

観点から捉えることが可能です。物理的リスクは、例えば冷却のために豊富な水へのアクセスを必要とする

電力会社のように、産業が生態系サービスに依存している状況から発生します。一方、移行リスクは、産業

が自然に与える影響から発生します。影響度の大きい企業は、いずれ政策と規制の厳格化の対象となり、

テクノロジーや消費者の嗜好の変化に直面するでしょう。ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ

研究所の枠組みにおいては、責任リスクという、第三の分野が追加されています。これは、移行リスクの中

の下位分類と見なすことができます（図表 参照）。

図表 生 物 多 様 性 の 財 務 的 重 要 性

出所 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

年 月にオランダの中央銀行と環境評価庁は、オランダの金融セクターが抱える生物多様性リスクに

ついて記述した報告書を公表しました 。この報告書によると、オランダの金融機関は、 つ以上の生態系

サービスに強くあるいは極めて強く依存している企業に対して、推計で 億ユーロのエクスポージャーを

抱えています。このような物理的リスクへのエクスポージャーは、ポートフォリオ全体の に相当します。

汚染に限定しても、 億ユーロの資産が依存しています。

また、生物多様性に対する投資の影響と依存性は、 のサステナブル・ファイナンス開示規則（ ）の要

件にも組み込まれています。 の下で、投資家は、自身の投資が生物多様性に与える悪影響について、

顧客に報告することが求められます。また、 タクソノミーは、気候変動の緩和と適応の目標については既

に対応していますが、生物多様性や生態系等、他の環境目標も追加される見通しです。これらの法的要請

に基づいて、企業の情報開示は強化され、生物多様性関連の指標のデータの質と量は改善するとみられま

す。

 出所

物理的リスク
以下に起因する生態系サ
ービスのリスク
気候変動
外来種
土地利用の変化
天然資源の過剰搾取
汚染

以下の減退
空気の質と地域の
気候
食料その他財の供給
生息環境の健全性
危機に対する規制
水安全保障

政策・規制
テクノロジー
ビジネスモデル 
イノベーション
消費者・投資家の
センチメント

バリューチェーンや事業
活動の寸断

原材料価格の変動

事業活動の調整、移転

価格決定の外部性

座礁資産

資本の毀損

訴訟 

信用リスク

市場リスク

流動性リスク

ビジネス・リスク

移行リスク
自然喪失への対応

責任リスク 

リスクの種類 リスクが顕在化する要因と
なる事象

企業に対する影響 結果的に生じる財務的リスク 

http://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf
http://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf
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ボックス ロベコの生物多様性に関する重要性評価から得られた新たな知見

年にロベコは、ロベコの投資が持つ生物多様性リスクへのエクスポージャーを理解する目的で、

のデータを用いてヒートマップ評価を行いました。この分析によって、特定の生態系サービスに対する依存度お

よび影響度が特に大きい資産クラスとサブ・セクターを特定することが可能になりました。この分析から得られ

た結果は、オランダ中銀 や同業他社による調査結果とも合致しています。主な知見は以下の通りです。

 ロベコの運用資産全体の 分の 程度が、少なくとも つの生態系サービスに強くあるいは極めて強く依存してい

る。地下水と地表水の供給が最大であり、これに気候調整と水流の維持が続く。

 ロベコの投資の約 が、生物多様性喪失の主要因に対して強いあるいは極めて強い影響を及ぼしうるセク

ターに対する投資である。土地・淡水の利用へのエクスポージャーが最大であり、これに気候変動、汚染、直

接的なかく乱が続く。図表 では、生物多様性喪失の主要因に深刻な影響を与えるセクターに対するロベコの

投資エクスポージャーを示した。

 影響もしくは依存を伴うエクスポージャーが特に大きいのは、医薬品、総合通信サービス、特殊化学品、

加工食品・精肉、アパレル・アクセサリー・高級品等のセクターであった。

 多数のセクターが つの生態系サービスに対して強く依存している。図表 では、これらのセクターに対するロ

ベコの投資エクスポージャーを示した。投資先の中では、農業製品セクターが幅広い生態系サービスに対し

て直接的に依存していることが確認された。これに続くのが林産業、そして、電力や通信をはじめとする多様

なセクターが続いた。

年には、高リスクのサブ・セクターに属する個別企業の生物多様性に関するパフォーマンスをさらに理解したう

えで比較することができるように、さらにきめ細かい評価を行う予定です。今後は、個々の発行体が有する生物多

様性のリスクと影響に対する具体的なエクスポージャーの把握が、投資プロセスにおいて不可欠な要素になると予

想しています。

 出所

 出所

図表 生物多様性喪失の主要因に影響するセクターに対するロベコの投資エクスポージャー

土地利用および淡水 気候変動 汚染
強い影響 非常に強い影響

億
ユ
ー
ロ

億
ユ
ー
ロ

強く依存 非常に強く依存
気候調整

図表 生態系サービスに依存するセクターに対するロベコの投資エクスポージャー

地下水 地表水 水流の維持 洪水・暴風雨からの保護

出所：図表 、 ともロベコおよび

http://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf
http://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf
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生物多様性の問題へのロベコの対応
金融セクターには自然資本と生物多様性を保全する重要な役割があることを、ロベ

コは認識し、コモディティ関連の森林破壊をテーマとするエンゲージメントに取り組

み、 統合プロセスにおいて生物多様性を重要要素として捉えています。学術界

や同業他社との提携を通じて、投資ポートフォリオ全体における生物多様性への影

響を測定し、かじ取りをしていくための手法とデータを開発しています。

ロベコのコミットメント

年 月に、ロベコは「生物多様性のためのファイナンス協定（ ）」に署名しま

した。この協定を支持する 以上の署名機関（運用資産残高の合計は 兆ユーロ超）は、金融業務と投資を

通じて生物多様性を保護、回復することにコミットしています。この協定の署名機関はコラボレーションを進

めること、ポートフォリオが生物多様性に与える影響を評価すること、遅くとも 年までに生物多様性の問

題について目標を設定して報告することにも、コミットしています。

年 月に、ロベコは「農業・コモディティに起因する森林破壊の根絶に向けた金融セクターのコミットメン

ト（ ）」に署名しました。

署名金融機関は、 年までに投資ポートフォリオから農業に起因する森林破壊リスクを根絶することに

コミットしています。このイニシアティブは において発表され、 以上の金融機関（運用資産残高の合

計は 兆ユーロ超）が賛同しています。また、 における主要な合意事項の つとして カ国以上が署

名した、 年までに森林破壊に終止符を打ち、回復を図るとする公約を補完する役割を果たしていま

す。

ロベコは 年に、包括的な主戦略の下で生物多様性に対するロベコのアプローチを調整し、これを推進

する目的で、生物多様性タスクフォース（ ）を社内に設置しました。投資チームとサステナブル投資共同

委員会の代表者から構成される において、上記のコミットメントを実現するためのロードマップが策定され

ました。図表 では、生物多様性に関する取り組みを拡大するためにロベコが現在行っている取り組みとア

ンビションを要約しています。

ボックス 世界自然保護基金（ ）オランダ支部とのパートナーシップ

ロベコと世界自然保護基金（ ）オランダ支部は、 年 月より新しいパートナーシップを始動しました。生物多様

性喪失の緊急性を強調し、ノウハウを蓄積し、生物多様性を資産運用に統合するために投資家がとるべき行動を示

すことを目指し、それぞれの専門分野を結集します。

両者はこのパートナーシップのために、 つの包括的なワークストリームを規定しました。

影響と依存性の測定と管理を含め、当ホワイトペーパーに提

示したロベコの生物多様性ロードマップにおけるコラボレーショ

ン

生物多様性に投資する運用戦略の共同開発

金融セクターのステークホルダーに働きかけ、生物多様

性を資産運用に統合する行動を促す



ロベコの生物多様性に対するアプローチ 

図表 生物多様性に関するロベコの取り組み

出所 ロベコ

ロードマップの次の段階

適切な指標と目標の設定

ロベコのロードマップにおいては、 年より前に生物多様性に関する方針を公表することが、重要なマイ

ルストーンになります。生物多様性の重要性評価の結果に則した形で、行動分野の優先順位を決定する

予定です。重要性評価においては、リスクの高いセクターへの投資エクスポージャーを見極めるとともに、

それに関連した脆弱な状態にある主要な生態系サービスを特定します。そしてこの情報を、関連する運用

戦略のポートフォリオ構築プロセスにおいて、反映させたいと考えています。また、ポートフォリオが生物多

様性に与える負の影響の緩和を目指す目標を設定した運用戦略の枠組みを策定する際にも、この情報は

反映されることになります。さらに、 オランダと連携して、生物多様性にプラスの影響を生み出すように

設計された運用戦略やソリューションを追求、開発する方針です。生物多様性の観点をリスク管理システ

ムに統合することは、ロベコの生物多様性に関する方針において重要なポイントとなるでしょう。

引き続き、ロベコの投資が生物多様性への影響と依存性にどのように関与しているのかを評価する作業を

進めていく方針です。個々の発行体が有する生物多様性関連のリスクと影響に対するエクスポージャーを

理解するために、サブ・セクターよりもさらに詳細なレベルで評価することを目指しています。この分析は、投

資プロセス全体を通じて各企業の影響度と依存性を測定することができるような生物多様性の枠組みを構

築するうえで、不可欠なものとなるでしょう。ボックス で述べたように、企業レベルで生物多様性の経済的、

財務的影響の評価を試みると、方法論的に難しい問題に直面することになりますが、生物多様性を投資判

断に統合するうえで、これは必要なステップであると考えています。現在、企業レベルで生物多様性への影

響と依存性を測定するための最先端の科学的手法を活用するために、データ・プロバイダーやリサーチ・グ

ループの協力を得ながら、方法論的な課題に取り組んでいます。

確立済み 
統合とサステナブル

投資のガバナンス
パーム油に関する方針
と投資除外 

企業・国との 
エンゲージメント 

進行中 
重要性と影響の
分析 

協働エンゲージメント
学界・同業他社との
提携 

最終目標 
発行体レベルでの
生物多様性の測定 

生物多様性運用戦略の
立ち上げ 

ポートフォリオの 
定量目標に則した運用 

ボックス 発行体レベルでの生物多様性を測定するうえでの課題

グローバルに事業を展開するアパレル企業について考えてみましょう。生物多様性への影響は、事業の垣根を

越えてバリューチェーン全体において顕在化し、通常は現地レベルで様々な生態系に影響を与えます。また、こ

れらの生態系の脅威に対する脆弱性は多様であることから、個別の状況に応じた介入が必要になります。綿花

等の原材料の調達には水の大量消費と農薬の使用が必要になるため、土壌の劣化や生息地の破壊に発展し

かねません。また、繊維の染色やその他の素材の処理にも大量の水が必要であり、水源に負担がかかります。

アパレル製品を処分すると、繊維廃棄物は埋立地に運ばれるため、生物生息地を破壊させてしまい、生物多様

性の喪失につながる可能性があります。さらに、合成繊維や加工繊維は周辺環境に汚染物質を放出する可能

性があります。すなわち、 つの企業に関連する生物多様性への影響と依存性を測定するにあたり、様々な地域

において影響を受ける現地の生態系の数や多様性を考慮し集約することが、課題となります。
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戦略的パートナーシップの推進

生物多様性の分野において前進するために必要なデータとツールを構築するためには、コラボレーション

と知識の共有が不可欠になります。このためロベコでは、学術界や実務関係者と連携する数多くのイニシ

アティブに、積極的に参加しています。「生物多様性のためのファイナンス協定」におけるコミットメントに則

して、測定方法の評価、生物多様性関連の指標、プラスの影響を生むための資金調達アプローチというテ

ーマにおいて、コラボレーションを進め知識を共有しています。

コラボレーションの一環として、「自然関連財務情報開示タスクフォース（ ）」の発足準備に協力しま

した。このタスクフォースは、企業が変わりゆく自然関連のリスクについて報告し、これに対応する枠組

みを提供することによって、グローバルな資金フローを「ネイチャー・ポジティブ」の方向に振り向けるこ

とを目指しています。また、「金融機関向け生物多様性会計パートナーシップ（ ）」にも発足時より関

わり、金融業界における生物多様性の影響度評価に関する一連の調和のとれた原則の策定に貢献し

ています。

自然の枯渇という観点から企業が直面するリスクを理解することは、ロベコの投資判断において重要な

意味を持ちます。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（ ）と連携して、この分野

における学術研究を推進しています。 年に自然関連リスクに関する投資家向けハンドブックを公表

したことは、大きな前進となりました 。このハンドブックに基づいて、企業や金融機関が抱える自然関連

リスクを財務的に評価したケーススタディを策定しています 。

スチュワードシップの分野においては、協働エンゲージメントに取り組むことが、企業に対して強い危機感を

発信する効果的な方法であると認識しています。ロベコは、中核となる投資家のグループと連携し、研究機

関や自然保護 の協力を得ながら、自然や生物多様性への影響と依存性に対するエクスポージャーが

大きい上位 社のリストを作成する、投資家主導のイニシアティブの開発を主導しています。世界中の投

資家に「 」プログラムへの署名を呼びかけ、世界の投資家コミュニティを代表して個別の対

話を主導するように働きかけています。

継続中の取り組み

サステナブル投資のガバナンスとリスク管理

ロベコではサステナブル投資のガバナンス組織として、社内にサステナビリティ・インパクト戦略委員会

（ ）を設置しています。この委員会は、ロベコのエクゼクティブ・コミッティ（執行委員会）のメンバー、全社

的にサステナブル投資を監督・推進する上級職およびサステナビリティ専門家を含む、 名から構成されて

います。 には方針を承認し、サステナブル投資運用戦略の実践に関する実務指針を設定する権限があ

ります 。一方、前述の は、ロベコのサステナブル投資の中核的な要素を個別に監督する専門委員会の

つであり、生物多様性に関連するテーマは、 から に対して適宜報告されています。

サステナビリティ・リスクを洗い出すプロセスにおいて、生物多様性を、投資に重大な財務的影響を与え

うる重要要素の つに特定しました 。生物多様性の喪失は、多大な経済活動が依存している生態系を

脅かす点で、潜在的に重大な（物理的）リスクと言えます。ファンドや個別運用口座は、サプライチェーン

に大きな生物多様性リスクが内在する企業へ投資してしまうことで、潜在的なリスクを抱えている可能性

があります。このため、ロベコは に基づき、生物多様性の指標に関連する主要な悪影響の軽減を

目指しています 。

スチュワードシップの活動

企業や国がそれぞれの活動を通じて社会や環境に与える影響をコントロールするために、株主や債券保

有者としての影響力を行使することは、ロベコのスチュワードシップ活動の役割の一端を成します。森林破

壊や農作物生産における農薬の影響といった農業分野に関連する環境問題は、企業とのエンゲージメン

トにおいて、ことあるごとに話題にのぼります。ロベコは 年には、生物多様性に特化したエンゲージメ

ント・プログラムを立ち上げました。

 出所

 出所

 出所

 出所

 出所

http://www.cisl.cam.ac.uk/resources/sustainable-finance-publications/handbook-nature-related-financial-risks
http://www.cisl.cam.ac.uk/resources/sustainable-finance-publications/handbook-nature-related-financial-risks
http://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publications/assessing-nature-related-financial-risks
http://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publications/assessing-nature-related-financial-risks
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-sustainability-policy.pdf
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-sustainability-policy.pdf
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-sustainability-risk-policy.pdf
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-sustainability-risk-policy.pdf
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-principal-adverse-impact-statement.pdf
http://www.robeco.com/docm/docu-robeco-principal-adverse-impact-statement.pdf
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このプログラムでは、リスクの高い つの農作物に関連した森林破壊や土地利用変化が、生物多様性に与

える影響に焦点を当てています（図表 参照）。そしてこのプログラムを通じて、企業が森林破壊ゼロにコミ

ットし、生物多様性の影響度評価を実施することを期待しています。また、投資先企業の間で、生物多様性

に関するスチュワードシップ意識を喚起することも目的としています。企業側には、自らの事業やサプライ

チェーンの枠を超えて、自然喪失を阻止するための解決策を見出すために、世界中のステークホルダーと

協力し、移行を推進することが期待されます。

図表 生物多様性に関する企業とのエンゲージメントの範囲

出所 ロベコ

ロベコは 年以降、消費財や家庭用品において使用されるパーム油の生産、取引、調達を行う企業との

エンゲージメントに取り組んできました。 年 月には、除外方針において、物議を醸す行動のカテゴリー

にパーム油を加えました。また、パーム油セクターに関与する際の指針となる一連の原則と要請事項を規

定しました。認証スキームを適用するだけでは、同セクターが直面する多面的なサステナビリティの問題を

完全に解決することはできませんが、「持続可能なパーム油のための円卓会議（ ）」等の主要なスキー

ムは、ベストプラクティス（最善慣行）の活用と透明性の向上において重要な役割を果たしています。

現在、植林地における 認証の割合が 以下の企業を除外しています。その他のパーム油生産企

業はエンゲージメント・プログラムの対象であり、ロベコは完全な 認証の取得を目指すよう要請し、物

議を醸す問題や国連グローバル・コンパクトへの抵触の可能性を注視しています。そのうえで、 年

月 日時点で 認証の割合が に満たないパーム油生産企業については、投資対象から除外する

方針です。

企業とのエンゲージメントは重要ですが、森林破壊を阻止するには、政府の行動が必要になります。ロベコ

は「森林破壊に関する投資家の政策対話（ ）」のイニシアティブに、 年初めの発足時より参加して

きました。この協働イニシアティブは、世界的な森林破壊の進行に伴い投資家が直面するリスクを軽減す

ることに注力しています。 は政府（あるいは関連機関）と直接エンゲージメントを行い、自然資産を保全

することの価値について理解を求め、持続可能でない土地利用を阻止しようと努めています。政府との間

の初めての事例として、最初のエンゲージメントは 年 月にはブラジル政府との間に実施し、その後も

広がりをみせ、 年 月にはインドネシア政府とのエンゲージメントに着手しています。

投資プロセス

ロベコのサステナブル投資アナリストは、ファンダメンタル投資プロセスの一環として、投資先企業の環境、

社会、ガバナンス（ ）に関連するリスクと機会について分析します。主要な 要因の分析においては、自

然に関連する、数多くの生態系サービスへの影響と依存性に対する事業のエクスポージャーについても検

討します。アナリストの見解はサステナブル投資レーティングに反映され、サステナビリティ要因が企業のフ

ァンダメンタルズにどの程度影響する見通しであるのかが示されます。その見通しに基づき、各戦略のアナ

リストとポートフォリオ・マネジャーは、バリュエーションを調整してポートフォリオの構成比率を決定する際

に、影響と依存性を考慮に入れます。

セクター：

生活必需品

一般消費財

ヘルスケア

素材

コモディティ・エクスポージャー：

カカオ

天然ゴム

熱帯木材パルプ

大豆

牛肉
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 気候変動 生物多様性喪失の主要な要因の つである気候変動は、重要なファンダメンタル・ファクターと

して、常にサステナブル投資アナリストの評価対象になります。気候関連のリスクや投資機会、脱炭素

化計画等の分析の結果、気候変動に対する事業エクスポージャーが小さい企業を特定することが可能

になります。

 製品の影響 サステナブル投資アナリストは、直接的な事業活動だけではなく、発行体が提供する製品

やサービスがバリューチェーン全体において社会と環境に与える影響についても評価します。多くの場

合、最大の好影響や悪影響は、直接的な事業活動以外の分野で発生します。日用消費財等のセクター

において生じる影響は、自然や生物多様性と密接に関係しています。アナリストはそのうえで、生物多

様性の観点を考慮に入れます。規制当局は、製品の正と負の外部性を（課税や全面的な禁止という形

で）最終的に内部化する傾向があり、発行体のキャッシュフローや投資パフォーマンスに影響が及びま

す。

 その他の主要な 要因 サステナブル投資アナリストは分析に際して、財務上の重要性に基づき、自然

や生物多様性に関連する主要な 要因を数多く追加的に選定します。例えば、サプライチェーン・マネ

ジメントや原材料の調達といったファクターは、 以上のサブ・セクターにおいて詳細に検討します。この

分析作業においては、通常、サプライチェーン関連の基準として、 や海洋管理協議会（ ）等の組

織による生物多様性に関連するサステナビリティ認証の水準の評価を含みます。また、重工業セクター

を中心に、事業の環境効率も生物多様性に関連するファクターとして評価します。エネルギーと水の効

率性が高い事業においては、これらの資源が豊富に存在する限られた地域を除いて、生物多様性に対

する影響は小さくなる傾向があります。プロダクト・スチュワードシップは、 を超えるセクターにおいて分

析対象になります。この分析に際しては、企業が製品のライフサイクル全体を通じて環境に与える影響

を測定しているかどうかを評価しますが、多くの場合、生物多様性も分析対象に含まれます。 つのサブ・

セクター（主に鉱業セクター）においては、独立した個別の重要な 要因として「生物多様性」を指定し、

採鉱地が生物多様性の価値の高い地域に与える潜在的な影響を評価します。

ボックス ファンダメンタル株式の 統合、サステナブル投資リサーチ、エンゲージメント

における生物多様性関連リスクのケーススタディ

ロベコは新興国市場ポートフォリオにおいて、生産量の が米国市場に関連する、ブラジルの牛肉パテ生産

会社を保有しています。サステナブル投資アナリストは、同社のアマゾンにおける調達戦略に関連して、森林破

壊のリスクが懸念されると注意喚起しました。一方、ファンダメンタル株式のアナリストは、現地における畜牛の

トレーサビリティが限定的であることに鑑み、同社にはリターンの潜在性を押し下げるような高水準の リスク

が付随すると判断しました。

同社はロベコの生物多様性エンゲージメント・プログラムの対象に指定されました。 年には、サプライチェー

ンにおける畜牛のトレーサビリティ確保を公約し、アマゾンとセラードの生物群系（バイオーム）における森林破壊

のエクスポージャーをゼロにする目標を掲げるなど、前向きな動向が確認されました。グローバルな投資家と小

売業者からの圧力が、新たな方針の採用を促したことは間違いありません。この目標が達成されて リスクが

低下すれば、株主リターンを押し上げる要因となり、株価には上昇余地が生まれる可能性があります。



ロベコの生物多様性に対するアプローチ 

影響度の分析と の枠組み

ロベコでは、「国連持続可能な開発目標（ ）」に対する企業の貢献度を評価する、独自の枠組みを開発

しました 。この枠組みは、以下の つのステップから構成されています。

 ステップ 企業の製品とサービスが に与える影響の評価

 ステップ 企業の事業活動が に与える影響の分析

 ステップ 企業が 実現に向けた進捗を阻害するような物議を醸す問題に関与しているかどうかの確認

上記のステップに基づき、各企業には、事業活動が特に強い影響を及ぼす目標に対する スコアを付与

します。生物多様性には、 の目標の中の つ（「 海の豊かさを守ろう」と「 陸の豊かさも守ろ

う」）が直接的に関連しています。 の枠組みは、 クレジット戦略、 株式戦略、グローバル エン

ゲージメント株式戦略をはじめとする、多くの戦略の投資プロセスをサポートするものとして利用していま

す。

 出所

http://www.robeco.com/en/insights/2021/09/translating-universal-goals-into-sdg-impact.html
http://www.robeco.com/en/insights/2021/09/translating-universal-goals-into-sdg-impact.html
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重要事項

当資料は情報提供を目的として、 以下 ロベコ

が作成した資料をロベコ・ジャパン株式会社が翻訳したものです。資料中の個別の金融商

品の売買の勧誘や推奨等を目的とするものではありません。記載された情報は十分信頼で

きるものであると考えておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

意見や見通しはあくまで作成日における弊社の判断に基づくものであり、今後予告なしに変

更されることがあります。運用状況、市場動向、意見等は、過去の一時点あるいは過去の一

定期間についてのものであり、過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するもので

はありません。また、記載された投資方針・戦略等は全ての投資家の皆様に適合するとは

限りません。当資料は法律、税務、会計面での助言の提供を意図するものではありません。

ご契約に際しては、必要に応じ専門家にご相談の上、最終的なご判断はお客様ご自身でな

さるようお願い致します。

運用を行う資産の評価額は、組入有価証券等の価格、金融市場の相場や金利等の変動、

および組入有価証券の発行体の財務状況による信用力等の影響を受けて変動します。ま

た、外貨建資産に投資する場合は為替変動の影響も受けます。運用によって生じた損益

は、全て投資家の皆様に帰属します。したがって投資元本や一定の運用成果が保証されて

いるものではなく、投資元本を上回る損失を被ることがあります。弊社が行う金融商品取引

業に係る手数料または報酬は、締結される契約の種類や契約資産額により異なるため、当

資料において記載せず別途ご提示させて頂く場合があります。具体的な手数料または報酬

の金額・計算方法につきましては弊社担当者へお問合せください。当資料および記載されて

いる情報、商品に関する権利は弊社に帰属します。したがって、弊社の書面による同意なく

してその全部もしくは一部を複製またはその他の方法で配布することはご遠慮ください。

 商号等 ロベコ・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会


