
共同通信社 井田 徹治

100万種の大絶滅時代
～崖っぷちの生物多様性と人類～

写真、図解などの転用は著作権上の問題がありますのでおやめください



生物多様性とは何か
☆地球上の進化の歴史の中で形成されてきた多様な
生物の姿とそのネットワーク

遺伝子レベル

種レベル

生態系レベル



なぜ生物多様性は重要か
日常生活すべてにかかわるもの

衣

食

住

医薬品

化学物質など

多様な「自然の恵み」をもたらす

気候、浄化、受粉、廃棄物処理

＜生態系サービス＞



なぜ今、生物多様性か
急速に失われる生物多様性

種の絶滅

生態系の破壊

遺伝子レベルの攪乱

オオサンショウウオ

ニホンザル



生物の絶滅 年間４万種 自然の絶滅速度の１０００倍

地球の歴史上、６回目の大絶滅

人為的な影響が大

急速に進む種の絶滅

環境省



１９９２ 生物多様性条約の採択

ＢＤ保全が人類の共通の関心事

国が自国の生物資源に主権的権利を有する

国が、自国のＢＤ保全・自国の生物資源の

持続可能な利用について責任を有する

３つの目的

（1）ＢＤの保全
（2）ＢＤの構成要素の持続可能な利用
（3）遺伝資源の利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分

生物多様性を守るために



１９９２ 生物多様性条約の採択

重要なＢＤの特定と保全

国が戦略・計画をつくる

国際協力の推進と途上国支援

環境アセスの実施と影響の最小化

情報の整理、公開、共有

１９９３年 ５月 日本が批准

１９９３年１２月 条約発効

現在、１９８の国と地域が加盟

★米国は未批准！

生物多様性を守るために



生物多様性条約の動き

２０００年 カルタヘナ議定書の採択

遺伝子改変生物によるＢＤへの影響の軽減など

２０１０年 名古屋市でのＣＯＰ１０

名古屋議定書の採択

生物資源利用から得られる利益の公平な配分

愛知目標：２０項目の採択

２０２０年までのＢＤ保全の目標

ＳＤＧｓに引き継がれる

生物多様性を守るために











２０２０年が達成期限・昆明での締約国会議（ＣＯＰ１５）で時期の目標を議論
多くの目標は達成困難



気候変動枠組み条約（ＵＮＦＣＣＣ）

ＣＯＰ 条約の意思決定機関

↑
気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

最新の科学的知見に関する報告

Policy relevant な 知見を提供

Policy recommendation は行わない

生物多様性条約（ＣＢＤ）／ＣＯＰにも必要

ＩＰＢＥＳとは？



生物多様性条約（ＣＢＤ）／ＣＯＰにも必要

国連環境計画が２０１２年４月に設立

ＩＰＢＥＳとは？

（環境省）



国連環境計画が２０１２年４月に設立

ＩＰＢＥＳとは？

（環境省）



５０カ国（含む日本）の１４５人の専門家が執筆

１５０００の論文、政府報告などを検討

最新の知見をまとめる

自然科学だけでなく社会科学的側面も

本文は１５００ページと大部

政策決定者向けの要約（ＳＰＭ）を採択

as) IPCC
科学者に加え政策決定者が参加して議論

５／４ パリの総会で採択

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



テーマ：生態系サービスとＢＤの動向

生態系サービス：自然の恵み

今回からは「自然が人にもたらすもの」に

（Nature’s Contribution to People)
１）物的貢献

食料、エネルギー、資材など

２）非物的貢献

文化、医療、遺伝資源など

３）調節的貢献

気候、水資源、受粉、防災など

計１８項目を評価

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



結論

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書

（環境省）



ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書

（環境省）



ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書

（環境省）



５つのドライバー

土地・海洋利用の変化、直接採取、気候変動

汚染、外来種

根本的な転換（Transformative change)
が不可欠

しかも残された時間は少ない

さもなければ劣化は２０５０年まで続く

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



ロバート・ワトソン議長

"The health of ecosystems on which we and all other species depend 
is deteriorating more rapidly than ever. We are eroding the very 
foundations of our economies, livelihoods, food security, health and 
quality of life worldwide."

"The Report also tells us that it is not too late to make a difference, 
but only if we start now at every level from local to global," 

"Through 'transformative change', nature can still be conserved, 
restored and used sustainably - this is also key to meeting most 
other global goals. By transformative change, we mean a 
fundamental, system-wide reorganization across technological, 
economic and social factors, including paradigms, goals and values."

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



意義とメッセージ

＠ＢＤと生態系サービスの現状と将来を包括的
に評価・厳しい現状と将来

＠政治家も加わってＳＰＭを採択

政治家も受け入れ、逃げられない

＠根本的な社会変革が急務

環境政策だけでなく、全社会・全政策で

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



(IPBES SPM)



(IPBES SPM)



(IPBES SPM)





日本の生物多様性保護政策

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（１９１８年）
自然公園法（１９５７年）
自然環境保全法（１９７２年）
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法
律（１９９２年）

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律（２００３年）

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する
法律（２００４年）

↓
生物多様性基本法（２００８年）



（環境省）



（環境省）



（環境省）



日本の生物多様性保全の問題点
★少ない生息地保護区: 種の保存法の不備

国内希少生物種 ８２種
保護区は７種９カ所８８１ヘクタール

ｃｆ）米国 Endangered Species Act in 1973
Species list ~ Critical Habitats 

１年以内に指定するとの条項
危惧種数 指定種数 保護計画 比率

日本 3155               82                  47             1.5%
米国 1324                                 1137           85.9%

★そのほかにも多くの問題点
公共事業特例、財産権尊重、公益調整条項・・・



日本の生物多様性保全の問題点

★不十分な海の生物多様性対策
・「海生生物問題」
１９７１年～ 海生生物は水産庁の管轄
１９９２年 種の保存法の「覚書」で対象外に
ジュゴン、ニシコククジラ

生物調査すら未実施 特に資源価値のない種

・海洋保護区の不備
日本の海洋保護区は水深10m以浅の浅海域1,290,068haの

3.67%に該当し、国際目標である10％には遠く及ばない。
（ＷＷＦジャパン ２００９／１２）

法的根拠の不在 水産資源保護法の「保護水面」？



日本の生物多様性保全の問題点

★不十分な海の生物多様性対策

・ワシントン条約対応
科学当局 陸は環境省／海は水産庁

管理当局 経済産業省

多くの「留保」

クジラ、サメ、タツノオトシゴなど

・ボン条約の批准拒否

クジラが保護対象種（捕獲禁止）のリストに



日本の生物多様性保全の問題点

★緩やかな開発規制
環境アセスメント法の不備
戦略アセス法制化の遅れ
ノーネットロスなどの規制の不在

★貴重な生態系の保護対策の不備
存在しない法体系
調査も不十分：国内のホットスポットは？

↓
保護区の拡大とＮＷ、ゾーニング、ランドスケープ保護



遅れる日本の多様性保護政策
★抜本的な法体系の改革が必要

種の保存法の改正＆新たな法律

★陸と海の対策の一元化

海洋保護区の拡大と漁業規制が急務

★科学研究・調査体制の充実

科学に根差した政策の展開を

★規制強化とマーケットメカニズム

両者が揃わないと機能しない

Ⓒ共同通信



日々の暮らしが招く多様性の消失

海外の環境破壊にも深く関連

天然資源・農林水産物の輸入と消費

パームオイル：食べ物・化粧品

鉱物資源：コルタン、ニッケル

ウナギ、マグロ、木材、紙・・・

生物多様性消失と日本人の暮らし



携帯電話やパソコンに使われるさまざまな地下資源：鉱物



携帯電話などのコンデンサー
に使われる鉱物

タンタルの原料「コルタン」

コンゴ民主共和国東部が主
要な産地

内戦の中での採掘
ゴリラの生息地破壊
内戦の資金源
奴隷労働
児童労働
など多くの問題



生物多様性のリスク
物理的リスク

価格上昇、資源の希少化など

規制／法的リスク

資源へのアクセス規制、漁獲枠、賠償金など

市場のリスク

消費者の好みの変化、調達上の要求強化

その他

評判のリスク・資金調達のリスク

ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝのリスク



生物多様性のリスク
＜厳しくなる投資家の目＞ as   炭素

ノルウェー年金基金・キリスト教系基金

＜マーケット・ソリューション＞ as 排出量取引
認証制度による差別化

ＭＳＣ：持続可能な水産物

ＦＳＣ：持続可能な森林経営

ｷﾝﾊﾞﾘｰﾌﾟﾛｾｽ：紛争フリーダイヤモンド

熱帯林保全



高まる生物多様性のリスク
高まる関心：ＮＧＯなどの目

・強まる規制：開発や自然保護

・増加するコスト：対策費、価格

↓
★増大する「生物多様性リスク」 の例

ノルウェー年金基金 リオティントの株式売却

ＧＰによるネスレ、マクドナルド批判キャンペーン

米ユニオン・パシフィックの山火事 多大な賠償金

カナダ・マクミランブローデルの株価暴落

原油流出のＢＰ 株価大暴落



ⒸGreenpeace



ⒸGreenpeace



ⒸGreenpeace



ⒸGreenpeace



ⒸＷＷＦ



遅れる企業の多様性リスク対応
拡大する生物多様性のリスク

生物多様性～多くの企業活動に深く関連

as 気候変動
深刻化する生物多様性の消失

森林や海洋環境破壊、プラスチック汚染、乱獲・・・・

厳しくなる「世間の目」

ＮＧＯの厳しい批判

ＥＳＧ投資の拡大～厳しくなる投資家の目

as 気候変動
サプライチェーン全体の取り組みが問われる

as 気候変動



遅れる企業の多様性リスク対応
「持続可能な調達」の取り組み遅れ

ＭＳＣ、ＦＳＣ、ＲＳＰＯなどの国際基準への対応

強まる投資家からの圧力

カーボンディスクロージャーから

ＢＤディスクロージャーへ

ex) CDPフォレスト（２０１３～）
ＢＤリスクの公開の遅れ

高まる投資家の情報公開要求の中で

経営トップの認識も低い

低い企業の関心



「CDPフォレスト」は、2013年から開始された最も新しいプログラム
で、木材・パーム油・畜牛・大豆に関連する事業を行う企業が対象

（ＣＤＰ）



環境問題に関わるＳＤＧｓ
6．安全な水とトイレを世界中に
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

13．気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急
対策を取る



環境問題に関わるＳＤＧｓ
14．海の豊かさを守ろう
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

15．陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、
土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る



環境問題に関わるＳＤＧｓ
生物多様性条約
２０１０年 名古屋市でのＣＯＰ１０
愛知目標：２０項目の採択

２０２０年までのＢＤ保全の目標
ＳＤＧｓに引き継がれる

ex)
14.5 2020年までに、、少なくとも沿岸域及び海域の10パー
セントを保全する。

15.8 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これ
らの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させる
ための対策を導入、さらに優先種の駆除または根絶を行う。



環境問題に関わるＳＤＧｓ
2019年 ２つの重要な報告書
①ＩＰＢＥＳの総合報告書
②地球環境概況第６版（ＧＥＯ６）
３月 ナイロビでの国連環境総会で採択
ＧＥＯ アジェンダ21(1992)の要請

1997に最初GEO１



環境問題に関わるＳＤＧｓ
地球環境概況第６版（ＧＥＯ６）
２５０人の科学者が関与
７００㌻の報告書
３月の交渉で「政策決定者向けの要約
（ＳＰＭ）を採択

良好な環境なしには、経済成長も社会発展もない
Healthy Planet, Healthy People

このままではＳＤＧｓもパリ協定も達成できない

すべての政策面で根本的な変革が急務



ⓒ静岡新聞



ⒸＵＮＥＰ



生物多様性のこれから
根本的変革とは何か？
IPBES,SDGs,パリ協定・・・
見えてきた「地球の限界」

良好な環境なしには、経済成長も社会発展もない
Healthy Planet, Healthy People
２０１９年、地球環境概況報告第６版（ＧＥＯ６）

このままではＳＤＧｓもパリ協定も達成できない

すべての政策面で根本的な変革が急務



ロバート・ワトソン議長

"The health of ecosystems on which we and all other species depend 
is deteriorating more rapidly than ever. We are eroding the very 
foundations of our economies, livelihoods, food security, health and 
quality of life worldwide."
"Through 'transformative change', nature can still be conserved, 
restored and used sustainably - this is also key to meeting most 
other global goals. By transformative change, we mean a 
fundamental, system-wide reorganization across technological, 
economic and social factors, including paradigms, goals and values.“

根本的な社会変革が急務

環境政策だけでなく、全社会・全政策で

しかも残された時間は少ない

ＩＰＢＥＳの地球規模評価報告書



根本的変革とは何か？

「経済成長と環境保全の両立」は時代遅れ
実は「環境」が置き去りにされてきた

環境悪化が限界点に

良好な環境（Healthy Planet）なしに社会も経済も破綻

「環境保全・持続可能性の原則」を全政策の基本に

環境政策だけでは不十分

ＳＰＭの採択：施策決定者も参加／受け入れ

政治家・官僚も逃げられないはず



最後に 2020年に向けて
★２０１９のＧ７＠フランス～生物多様性が重要テーマ

↓
★６月：ＩＵＣＮ ＷＣＣ＠マルセイユ～海の環境と多様性
★９月：国連総会を機に生物多様性サミット＠ＵＮ
★１０月：ＣＢＤＣＯＰ＠昆明～ポスト愛知ターゲット

★パリ協定が動き出す

★Decade for Deserts and the Fight Against Desertification 
2010～2020の最終年

★３月：World ocean summit in Tokyo

★INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE ON MARINE 
BIODIVERSITY OF AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION
２０２０年目途に交渉

★United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable 
Development （２０２１～）



根本的変革とは何か？
「経済成長と環境保全の両立」は時代遅れ
実は「環境」が置き去りにされてきた
環境悪化が限界点に
「環境保全・持続可能性の原則」を全政策の基本に

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑレジリエンスｾﾝﾀｰ



https://www.nies.go.jp/taiwa/jqjm1000000fas4p.html

「生物多様性・生態系はSDGsの根幹」との認識
は日本では不十分！
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ご静聴ありがとうございました
ご質問、ご意見などは・・・

tetsujiida@gmail.com  へ


