
アースショット賞



The Earthshot Prize
アースショット賞

共感・共鳴する 包括的 インパクト
のある



Why get nominated?
推薦されるメリット

High-profile prestigious award with many key figures involved. 
著名人が関わっている世界的に注目されている最高峰の環境賞

The winner will receive / 優勝者には次のものが与えられます:

● One million-pound prize 100万ポンドの賞金

● World-wide media coverage 世界各国のメディアへの露出 

● Tailored support and opportunities for shortlisted nominees 
ファイナリストへ個々の事情に合わせたサポートや機会の創出



個人 チーム 非営利団体 政府・地方自治体
・公共団体

企業 組織横断
パートナーシップ

You can nominate yourself or others. 自薦・他薦問いません。

Who can be nominated?  推薦対象者は？



The Earthshots
アースショット賞５つのカテゴリー（アースショット）

Protect and Restore Nature 
自然を保護し回復する

Clean Our Air 
大切な大気を浄化する

Revive Our Ocean 
海をよみがえらせる

Build a Waste-Free World 
ゴミの出ない世界を作る

Fix Our Climate 
気候変動を修復する



Protect and Restore Nature 
自然を保護し回復する

Three priority areas ３つの優先エリア:

1. Paying environmental stewards and improving land rights
自然保護のための活動資金や土地の権利の向上

2. Using agricultural commodity markets as a lever to reduce harm to tropical forests
熱帯林への被害を軽減するための農産物市場の利活用

3. Increasing yields in biodiverse, regenerative agriculture
生物多様な環境再生型農業の収穫高の増加

＋ 

Wild Card that fits the category（Wild Card: その他　カテゴリーにあう取り組み）



Clean Our Air 
大切な大気を浄化する

Three priority areas ３つの優先エリア:

1. Engaging citizens in data collection and advocacy
データ収集や啓蒙運動への市民の巻き込み

2. Stopping the burning of agriculture and forests
農作物の焼畑や森林火災を止める

3. Addressing personal transportation
個人の移動・輸送手段の取り組み

＋ 

Wild Card that fits the category（Wild Card: その他　カテゴリーにあう取り組み）



Revive Our Ocean 
海をよみがえらせる

Three priority areas ３つの優先エリア:

1. Reducing and addressing overfishing
乱獲の抑制と対策

2. Developing ocean ecosystem services that mitigate climate change; blue carbon
ブルーカーボンなどの気候変動を緩和する海洋生態系サービスの開発

3. Advancing climate change solutions with ocean benefits
海に良い影響を与える気候変動対策の推進

＋ 

Wild Card that fits the category（Wild Card: その他　カテゴリーにあう取り組み）



Build a Waste-Free World 
ゴミの出ない世界を作る

Three priority areas ３つの優先エリア:

1. Preventing the excessive use of resources
資源の使いすぎ防止

2. Extending the use of goods (particularly food, clothes, plastics)
商品（特に食品、衣料、プラスチック）の長期利用

3. Better management of waste once it has been generated
発生した廃棄物の適切な処理・管理

＋ 

Wild Card that fits the category（Wild Card:その他　カテゴリーにあう取り組み）



Fix Our Climate 
気候変動を修復する

Three priority areas ３つの優先エリア：

1. Transitioning to renewable energy
再生可能エネルギーへの移行

2. Reducing methane emissions
メタン排出量の削減

3. Constructing buildings fit for the future
未来にふさわしい建築物の構築

＋ 

Wild Card that fits the category（Wild Card: その他　カテゴリーにあう取り組み）



Selection Priorities 選定基準



Selection Priorities 選定基準

カテゴリーごとの
３つの優先エリア

とWILDCARD

専門家と調査・分析によって導き出された評価基準・優先順位

５つのフィルター
条件

2022 ノミネー
ション

選出されたファイナリスト

属性：修復、適応、予防のいずれかであること
受賞者の多様性：個人・チーム・企業・自治体などさまざまなものであること

ステージ：アイディア以上でここ数年で確実な進歩を遂げているもの
特徴：人を動かす（共鳴する）、包括的で、インパクトがあるもの

成功要因：データを駆使・経済・法律などを一新・女性や原住民などのマイノリティが率い
ているなど



Deadline for nomination by PDIE Group:
PDIE Groupへの推薦締め切り:

TO NOMINATE 推薦方法: 
Scan QR code now  
QRコードをスキャン

or visit 
pdiegroup.com/earthshotprize
または上記サイトへアクセス

Key dates and how to nominate 
推薦方法・スケジュール



You could be next! 次はあなたの番です


