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⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価2021（JBO3）
⽣物多様性に関する現状

n 2021年3⽉に「⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価2021:Japan Biodiversity 
Outlook3」を公表。

n ⽇本の⽣物多様性や⽣態系サービスの状況を把握するため、⽣物多様性にとどまらず幅広い分
野から100名以上の専⾨家の協⼒を得て実施。

JBO3における評価で⽤いられた概念枠組

注：点線で⽰した⽮印は関係性の重要性は認識されて
いるが、JBO3の評価の対象ではないことを⽰す。

出典）環境省 ⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価に関する検
討会, 2021: ⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価 2021（JBO3: 
Japan Biodiversity Outlook 3）政策決定者向け要約報告書. p.3
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⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価2021（JBO3）
⽣物多様性に関する現状

n ⽇本の⽣物多様性の「4つの危機」は依然として⽣物多様性の損失に⼤きな影響を与え、⽣態系
サービスも劣化傾向にある。

n これまでの取組により、⽣物多様性の損失速度は緩和の傾向が⾒られるが、まだ回復の軌道に
は乗っていない。

Ø 過去50年間において⾮常に強く、⻑期的に
⼤きいまま推移している

第１の危機
（開発など⼈間活動による危機）

Ø 過去50年間において森林⽣態系や農地⽣態
系で⼤きく、⻑期的に増⼤する⽅向で推移

第２の危機
（⾃然に対する働きかけの縮⼩による危機）

Ø 過去50年間において、特に外来種の侵⼊・
定着の影響が⾮常に⼤きく、⻑期的に増⼤
する⽅向で推移している

第３の危機
（⼈間により持ち込まれたものによる危機）

Ø 過去50年間において、⽣物多様性の損失
要因として顕在化している

ü 人為的に改変されていない植生は国土の20%
に満たない

ü 過去50年間の人口減少や農林業に対する
需要の変化等によって利用が縮小

ü 爬虫類の絶滅危惧種指定種のうち約７割で
外来種が減少要因、他の分類群でも約２～
３割

ü 気候変動による生態系の規模の縮小や質の低
下などの影響が特に直近20年間で顕在化

第４の危機
（地球温暖化など地球環境の変化による危機）



⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価2021（JBO3）
⽣物多様性に関する現状

n わが国の⽣物多様性の損失速度は過去50年で緩和されてきたものの、損失を回復するには⾄っ
ていない。

n 今後、⽣物多様性の損失を⽌め、回復へと転じさせるためには、これまでの直接要因を対象と
した対策に加え、間接要因への対処を通じた社会変⾰が重要である。

直接要因への対策

ü 個別の種や地域では着実な成果を上げている
ü 個別の⽣態系では、⽣物多様性の損失を緩和
することが期待できるものもあるが、いまだ
回復するには⾄っていない

間接要因への対策

社会変⾰（Transformative change）

今後の取組これまでの取組の結果
ü 今後、⽣物多様性の状態を「横ばい」や「損
失」傾向から「回復」に向かわせるためには、
これまでに効果が⾒られた取組を強化してい
くだけでなく、新たな視点での施策の展開が
必要

ü ⽣物多様性や⽣態系サービスの回復は、社会
経済状況（間接要因）と切り離して実現する
ことは出来ず、それらに働きかける施策の実
施が急務

奄美⼤島および沖縄島北部地域における
マングースの捕獲頭数・捕獲努⼒量の推移

出典）環境省 ⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価に関する検討会, 2021: 
⽣物多様性及び⽣態系サービスの総合評価 2021（JBO3: Japan Biodiversity 
Outlook 3）付属書. p.228

注１：わな⽇：わなの数×わな有効⽇数
注２：捕獲数はわな及び⾮わな（探索⽝＋ハンドラー）の合計値



我が国が抱える環境・経済・社会の課題の同時解決

社会の課題

環境の課題
○温室効果ガスの⼤幅排出削減
○資源の有効利⽤
○森林・⾥地⾥⼭の荒廃、野⽣⿃獣被害
○⽣物多様性の保全

など

○少⼦⾼齢化・○⼈⼝減少
○働き⽅改⾰
○気候変動による災害激甚化への備え

など

ニホンジカによる被害
（環境省HPより）

H29年7月九州北部豪雨
（国交省HPより）

平均地上気温変化分布の変化（H29環境白書より）

商店街の空き店舗率の推移
（中企庁HPより）

人工知能のイメージ（産総研HPより）

高温によるミカンの浮皮症
（H30環境白書より）

我が国人口の長期的推移
（国交省HPより）経済の課題

○地域経済の閉塞感
○新興国との国際競争
○AI、IoT等の技術⾰新への対応

など

相互に関連
・複雑化

環境・経済・社会の
統合的向上が求められる

持続可能な社会に向けた変⾰



⽣物多様性の主流化とは
⽣物多様性の主流化に向けて

⽣物多様性の保全と持続可能な利⽤の重要性が地⽅⾃治体、事業者、
国⺠などにとって常識となり、それぞれの意思決定や⾏動に反映させる

「⽣物多様性の社会における主流化」

⽣物多様性国家戦略2012-2020での記述
実体験を通じた⽣物多様性への理解を進め、⽣物多様性の保全と持続可能な

利⽤に向けた取組を国⺠運動として展開し、⽣物多様性に配慮した社会システム
やライフスタイルの変換を図っていく「⽣物多様性の主流化」

愛知⽬標での記述

遅くとも2020年までに、⽣物多様性の価値と、
それを保全し持続可能に利⽤するために可能な⾏動を、⼈々が認識する。

広報・普及啓発、連携の促進、地域戦略策定、
経済的価値の普及、教育・学習・体験、消費⾏動の転換

⽬標１



国連⽣物多様性の10年⽇本委員会
⽣物多様性に関する連携の取組

2011.9.1
愛知⽬標の達成に向けた各セクターの参加と連携による具体的な⾏動を
推進することを⽬標に「国連⽣物多様性の10年⽇本委員会」 (UNDB-J) を
設⽴し、⽣物多様性の主流化を⽬指す

国連⽣物多様性の１０年
⽇本委員会

The Japan Committee for UNDB

国・政府
National government学識経験者

Academic experts

経済界
Business community

⽂化⼈等
Cultural figures,others

⾃治体
Local governments

NGO/NPO・ユース
NGOs/NPOs,Youth

国⺠ Citizens

委員⻑︓経団連・中⻄会⻑



国連⽣物多様性の10年⽇本委員会の主な活動内容
⽣物多様性に関する連携の取組

⽣物多様性に資する図書を推薦
図書として選定し、寄贈プログ
ラムを整備し、図書館等へ寄贈



⽇本企業の⽣物多様性に関する取組の国際⽐較
企業活動を巡る⽣物多様性に関する動向

• 経団連⾃然保護協議会による会員企業へのアンケート調査（2019年度）によると、経営⽅針
等に「⽣物多様性保全」の概念を盛り込んでいる企業の数は、2009年度からの10年間で131
社から255社へほぼ倍増。経営層（経営トップ、役員）が⾃ら⽣物多様性の保全等に関し発信
等を⾏う企業も157社と回答企業のほぼ半数。

• CDPは、気候変動、⽔セキュリティ、森林に関して情報を開⽰している世界の約9,600社について、
質問票に基づきスコアリングしている。2021年3⽉時点で、CDP⽔セキュリティAリスト（106社）
に⼊った⽇本企業は30社で、世界１位（２位は⽶国の21社）。CDP森林Aリスト（16社）に
⼊った⽇本企業は２社で、スウェーデンとフランスと同数の２位（１位は⽶国の３社）。

• 全世界の5,200社のサステナビリティ企業報告について調査した「The KPMG Survey of 
Sustainability Reporting 2020」によると、世界の52の国と地域における売上⾼上位100社
のうち、先進国におけるサステナビリティ報告書の報告率はほぼ100％。⽇本も100％（2020
年）。

• 世界11,812社の上場企業が登録されているBloomberg World Indexを調査した
Cojoianu(2021)によると、主要23カ国の上場企業のうち、
Ø ⽣物多様性指針を持つ企業の数は、⽇本は397社で⼀位。⼆位はフランスの108社。
Ø ⽣物多様性指針を持つ企業の割合は、⽇本は37％で⼆位。⼀位はフランスの45％。


