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生物多様性に関する議論の進展：COP10以降の経緯

2010 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

l 愛知目標（戦略計画2011-2020）採択

l 名古屋議定書採択

2012 生物多様性国家戦略2012-2020を閣議決定

2013 IPBES第1回総会（ボン・ドイツ）

2014 COP12（韓国・ピョンチャン）
l 愛知目標の中間評価（GBO4）

2018 COP14（エジプト･シャルムエルシェイク）：
l ポスト2020生物多様性枠組の検討プロセスを採択

2019 ポスト2020生物多様性枠組の検討プロセス
l 公開ワーキンググループ（OEWG) 、地域別ワークショップ、テーマ別
ワークショップ、パートナー組織による会合、文書での意見募集

2020 愛知目標の最終評価（GBO5）

2021 COP15（中国・昆明）
ポスト2020生物多様性枠組の採択及び関連する実施手段の検討

国
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生物多様性及び生態系サービスに
関する政府間科学ー政策プラット
フォーム(IPBES): 主な結果概要

u自然と自然の寄与（NCP: Nature‘s 
contributions to people）は世界的に劣化
傾向

u自然の変化を引き起こす直接的・間接的
要因は、過去50年間で加速化

uこのままでは自然保護と自然の持続可能
な利用に関する目標は達成されないが、
経済・社会・政治・科学技術における横断
的な変革により、2030年以降の目標を達
成できる可能性

u社会変革を促進する緊急かつ協調的な努
力により、自然を保全、再生、持続的に利
用しながら同時に国際的な社会目標を達
成できる

(IPBES, 2019)

生物多様性の現状評価①
IPBES地球規模評価報告書（2019年5月)



生物多様性の現状評価②愛知目標の達成状況

(IPBES, 2019)
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生物多様性の現状評価③
地球規模生物多様性概況第5版（GBO5)

出典：GBO5をもとに編集

2000 2020 2050
u なりゆき（business as usual：

BAU）からの脱却

u 個別ではなく統合的な対応
u 2030年以降の生物多様性

ネット・ゲインの可能性

移行が必要な8分野

n土地と森林：生態系の保全・再生
n淡水：水質、侵略的外来種、連続性
n海洋と漁業：生態系の保護・再生、資源回復、水産養殖

n農業：自然にやさしい農業、生産性向上
n食料システム：植物食シフト、フードロス撲滅
n都市とインフラ：グリーンインフラ、環境負荷低減
n気候変動対策：化石燃料の廃止、自然利用のソリューション（NbS）
n生物多様性を含むOne Health：生態系と人の健康との健全な関係



生物多様性と気候変動・SDGsの相乗効果

u生物多様性と生態系は、人類の進歩

と繁栄に欠かせない。またSDGsの達

成と、気候変動に関するパリ協定の

履行にとっても、中心的な存在

u自然と調和して暮らすことで、気候変

動の最悪の影響を避け、人間と地球

のための生物多様性を取り戻すこと

ができる

u野心的な「ポスト2020生物多様性枠

組」を確保することは、SDGsを達成す

ることに役立つ枠組みである

uそして、国と社会全体で、企業や若者、

女性、先住民、地域社会との全面的

かつ効果的なパートナーシップを活用

していく枠組みにもなる

©UN Photo/Rick Bajornas

出典：国連広報センター
国連生物多様性サミットでの アントニオ・グテーレス国連事務総長挨拶
https://www.unic.or.jp/news_press/messages_speeches/sg/40053/

国連生物多様性サミット（2020年9月)アントニオ・グテーレス国連事務総長の発言：



グローバルな持続可能性にとって極めて重要な１０年
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uIPBES地球規模評価報告書で必要性が指摘されている社会変革

(transformative change)を解決手法として導入することを重視

u2050年ビジョン「自然との共生（Living in harmony with nature）」は維持しつつ、

ビジョンが達成された状態を明確にした2050年ゴールを設定し、これに向かう

目標として2030年ゴールを設定することを検討

uパンデミックの解決手段としてのOECMそして自然再生

u先進国における人口減少とEco-DRRから考える自然再生

ポスト2020生物多様性枠組の方向性

2050年ビジョン:

自然と共生する世界:2050年ゴール及び2030年マイルストーン

2030年ミッション:

地球と人類の恩恵のために、生物多様性を回復の軌道に乗せるため、緊急な
行動を社会全体で起こす2030年ターゲット（取るべき行動）



uOECM：Other Effective area-based Conservation Measures

u2010年の生物多様性条約（CBD）第10回締約国会議（COP10）で採択さ

れた「愛知目標」 の「目標11」で、「2020年までに、少なくとも陸域及び内

陸水域の17％、また沿岸域及び海域の10％を保全する」ための達成手段

のひとつとして掲げられた。

u定義：2018年に開催されたCOP14において、OECMの定義を以下のとおり

採択（決定14/8）

OECMとは

保護地域以外の地理的に画定された地域で、付随する生態系の

機能とサービス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その

他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保全にとって肯定

的な長期の成果を継続的に達成する方法で統治・管理されている

もの

出典：環境省資料より作成



地球規模の持続可能性に向けた「社会変革」
パラダイム、目標、価値観を含む、

技術、経済、社会的要素に及ぶ根本的でシステム全体にわたる再編成

とくに、介入ポイント(leverage points)に作用させる

賢明な政策混合など、統合的、順応的情報に基づ
く包含的ガバナンスのアプローチ

多様な主体のガバナンス

による介入

反復学習の
ループ• レジリエンスと不確実性を考慮

した意思決定

• 環境法とその実施

• インセンティブと能力強化

• 部門横断的な協力

• 先制的行動

介入ポイント

• 良い暮らしに係る多様なビ
ジョンを受容

• 消費と廃棄の総量の削減

• 価値観と行動を喚起

• 不平等の是正

• 保全における正義と包摂の実践

• 外部性とテレカップリングの内部化

• 環境にやさしい技術、革新、投資の確保

• 教育と知識の創生と共有の促進
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ポスト2020年生物多様性枠組の構成
u 生物多様性条約COP15（今年10月、中国・昆明で開催予定）で採択

u 「変革のセオリー」に沿ってターゲットを構造化

u SDGｓの達成を支え、生物多様性に関する多国間条約をも考慮

2050ビジョン

自然との共生

2050目標
2030マイルストーン

生態系・種・
遺伝子の多様性

衡平な
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出典：CBD/POST2020/PREP/2/1



ワンヘルスアプローチの重要性

uヒトの健康、動物の健康、環境の健全性は
３者のどれが欠けても成立しないとして、関
係者が緊密な協力関係を築き統合的に取
り組むことで課題の解決を行うという理念

u農地や都市を含む生態系、および野生生
物の利用を統合的なアプローチにより管理

することで、健全な生態系と人の健康を増
進

u 2020年12月にCBD事務局が生物多様性、
ワンヘルス及び新型コロナウイルス感染症
に関するバーチャル会合を開催するなど、
ワンヘルスを含む、生物多様性と人の健康
の間のつながりへの関心が高まっている

u将来の人獣共通感染症によるパンデミック

を防ぐために、ヒトの健康、動物の健康、環
境の課題を関係者が連携して分野横断的
に取り組むワンヘルスアプローチが重要

図：相互に依存する生物多様性と人の健康の関係
（CBD, WHO、2015）

出典：環境省資料もとに編集



ポスト2020生物多様性枠組へのランドスケープアプローチの組み込みを提案

ランドスケープアプローチの国家政策への組み込み、実施を支援

OECMsの登録、管理に関するグローバル・ダイアローグの開催（予定）

UNU-IASの貢献：国際社会における取組

u国際会合の主催
• ポスト2020とランドスケープアプローチに関する専門家ワークショップ（2019.9 熊本県）
• 熊本での専門家ワークショップの結果報告会の実施（2019.11 モントリオール）
• ポスト2020とランドスケープアプローチに関する交渉官ダイアローグ（2020.2 ローマ）

u交渉会合への参加、意見提出にてランドスケープアプローチの有用性を説明

uランドスケープアプローチを取り入れたNBSAPsの策定に関するマニュアル作成
• 生物多様性条約事務局と協働で実施
• 締約国等が活用できるように、CBD COP15後まもなく策定完了予定

uマニュアルを活用した締約国の能力構築支援（予定）
• 生物多様性条約事務局ほか、他機関と協働で実施予定

u主要な政府や国際機関とともに、OECMsの可能性や意義、推進にとっての課題を整理
u議論内容はポスト2020交渉にも反映



FAO 世界農業遺産
「能登の里山里海」

2011

1980 - (2016 -)

1993 -

白山ユネスコ
エコパーク

白山手取川
ジオパーク

UNU-IASの貢献:石川、金沢でのOUIKの取り組み

u 2011年 能登の里山里海が佐渡とともに世
界農業遺産（GIAHS)の認定を支援

u 2013年 世界農業遺産世界会議
u 2016年 白山ユネスコエコパークの拡張申
請承認の支援

u 2016年 第一回アジア生物文化多様性会

議にて多様な国際認証制度を利用した持
続可能な地域づくりを提案

u 2018年 珠洲市、白山市がSDGS未来都市
に認定（能登SDGsラボの設立）

u 2019年 小松市がSDGs未来都市
u 2020年 金沢市、能美市、加賀市が認定
u 2021年現在、６つの自治体が未来都市に
認定（里山SDGs、エコパークSDGs、文化
SDGs）各都市の強みを活かした取り組みに
併走

SDGs
未来都市

ユネスコ
「クラフト創造都市・
金沢」

生物多様性の保全、利活用から
持続可能な地域づくりへ
ー国連機関と地域の協働モデルー



UNU-IASの貢献:国内外へのアウトリーチ・普及啓発

パートナーシップを通じた国際目標への貢献：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC)

生物多様性・SDGの普及啓発イベントを通じた市民アクションの加速

u環境省と国際連合大学が共同で運営する環境
パートナーシップ拠点

u様々なセクターが協働で課題を解決するための
パートナーシップの機会や仕組みづくり、情報
発信や交流の促進を通じて持続可能な社会の実
現を目指す

u GEOC生物多様性オンラインキャンペーン
uグリーン復興のためのライフスタイルを考える−ウィズコロナとSDGs−
u 2021年世界湿地の日記念シンポジウム
u 2021年世界水の日「SDGs時代の水の価値」
u 2021年国際生物多様性の日2021シンポジウム-私たち自身が解決の鍵-


