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ＣＯＰ１０の結果と評価～市民の視点
から 

1. 生物多様性条約の概要 

2. COP10の主な決定事項 

a. ポスト2010年戦略計画（愛知ターゲット） 

b. 資金動員計画 

c. 遺伝資源の利用から生じる利益の配分（ABS）
（名古屋議定書） 

3. 市民の視点からの評価 
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１. 生物多様性条約 
１.1 概要 

 CBD: Convention on Biological Diversity 
 目的： 
 ①生物多様性の保全、 
 ②その構成要素の持続可能な利用、 
 ③遺伝資源の利用から生じる利益の公平か
つ衡平な配分。 

 1992年に成立、1993年に発効 
 加盟国：193カ国・地域 
 本条約のもとで、「カルタヘナ議定書」
（2000年）、「名古屋議定書」（2010
年）が成立。 
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1.2 生物多様性条約の内容（その１） 

 国家戦略を作成する（6条） 

 生息域内保全（保護区の設定，重要な生物資源につ
いての規制など） （8条） 

 先住民族の伝統的な知識・工夫・慣行の維持とその
利用による利益の配分）（8条ｊ） 

 生物多様性の構成要素の持続可能な利用（10条） 

 影響の評価と悪影響の最小化（14条） 

 遺伝資源の取得の機会（利益の公正かつ衡平な配
分のための措置をとること）(15条) 

 開発途上国に対する技術の移転・資金上の支援（16
条，18条，20条） 
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1.3 2010年目標 

 2002年に開催された第6回締約国会議では，
2010年を目標年次とする戦略計画を策定． 

 「2010年までに，国，地域，地球レベルでの
生物多様性の損失の速度を顕著に低下させ
る」 

 目標は未達成（2010年）：生物多様性へ
の圧力に対処するのに十分な対策が取られ
なかった。生物多様性の問題は、より広範
な政策や戦略では組み込まれなかった（主
流となっていなかった）。 
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2. 第10回締約国会議(COP10) 

 2010年10月18日～29日、生物多様性
条約(CBD)第10回締約国会議(COP10)
が名古屋で開催された。 

全体会合の下、WG１、WG２、ABS
に分かれて議論。 

ハイレベル会合：27～29日（122人
の大臣と5人の国家首脳が参加） 

参加者:18,000人 
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2. COP10の成果と評価 
2.1 概要 

3つの相互に関係する合意が成立（30日午前
2時） 

① 新戦略計画（2020年目標）（愛知ターゲッ
ト） 

② 資金動員計画 

③ 遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS: 
Access and benefit sharing)に関する
議定書（名古屋議定書） 
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3.2 新戦略計画（2020年目標） 
(1) 2050年のビジョン（展望） 

 自然と共生する世界 

 2050年までに、生物多様性が評価され、保
全され、回復され、そして賢明に利用され、
それによって生態系サービスが保持され、
健全な地球が維持され、全ての人々に不可
欠な恩恵が与えられる。 
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3.2 新戦略計画（2020年目標） 
(2) 2020年のミッション（使命） 

 生物多様性の損失を止めるために効果的
かつ緊急な行動を実施する。 

 これは、2020年までに、回復力のある生態
系と、その提供する基本的なサービスが継
続されることが確保され、それによって地球
の生命の多様性が確保され、人類の福利と
貧困解消に貢献するためである。 

 ５つの戦略目標と20の目標を設定 
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3.2 新戦略計画（2020年目標） 
戦略目標A:生物多様性を主流化すること。 

1. 遅くとも2020年までに、人々が生物多様性
の価値などを認識する。 

2. 遅くとも2020年までに、生物多様性の価値
が、政府の開発計画等に統合される。 

3. 遅くとも2020年までに、生物多様性に有害
な奨励措置は廃止し、正の奨励措置を講じ
る。 

4. 遅くとも2020年までに、持続可能な生産と消
費のための行動を取る。 
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戦略目標B:生物多様性への圧力を減尐
させ、持続可能な利用を促進する（１） 

5. 2020年までに、生息地の減尐速度を半減またはゼ
ロに近づける。 

6. 2020年までに、魚類や水生植物の持続可能に管理
される。 

7. 2020年までに、農業、養殖業、林業が持続的に管
理される。 

8. 2020年までに、過剰栄養が有害でない水準となる。 

9. 2020年までに、侵略的外来種の導入・定着を防ぐ
ための対策が講じられる。 

10. 2015年までに、サンゴ礁等の脆弱な生態系を悪化
させる人為的圧力を最小化する。 
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戦略目標C:生物多様性の状況を改
善する。 

11. 2020年までに、陸域の17％、海洋の10％
を保護区に指定し、保全する。 

12. 2020年までに、絶滅危惧種の絶滅・減尐を
防止する。 

13. 2020年までに、社会的に貴重な種を含む作
物、家畜及びその野生近縁種の遺伝子の多
様性を維持する。 
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戦略目標D:生物多様性及び生態系サー
ビスから得られる恩恵を強化する。 

14. 2020年までに、生態系が基本的なサービス
を提供する。 

15. 2020年までに、劣化した生態系を尐なくとも
15％を回復する。 

16. 2015年までに、利益配分に関する名古屋議
定書が運用される。 
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戦略目標E:参加型計画立案、知識管理と
能力開発を通じて実施を強化する。 

17. 2020年までに、各国が効果的で、参加型の
改訂生物多様性国家戦略を策定し、実施。 

18. 2020年までに、先住民と地域社会の伝統的
知識、工夫、慣行が完全に認識され、主流化
される。 

19. 2020年までに、生物多様性の価値等に関
する知識が改善され、広く共有される。 

20. 尐なくとも2020年までに、戦略計画の効果
的実施のための資金が顕著に増加する。 
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3.3 資金動員計画 

 34の資金援助機関が戦略計画の実施のための資金
計画作りを合意。 

 G７７＋中国に属する131カ国が南南協力のための
行動計画に合意。 

 日本は20億ドルの資金援助（ODA）、生物多様性基
金（10億円）の設立を発表。 

 フランス、EU,ノルウェーが追加資金援助を発表。保
護区のための計画へ拠出（約110百万ドル）。 

 今後ベースラインを定め、COP11で必要資金を検討
する。 
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3.4 名古屋議定書 

 対象となる遺伝資源は、議定書発効後に取
得されたものに限定。 

 派生物の利益配分は明記せず(遺伝資源
の利用による利益に含まれる）。 

 不正取得の審査を法的に義務化し、1か所
以上のチェックポイントを設ける（利用国） 

 新たな国際基金を設立（本議定書の対象外
の遺伝資源の利用からの利益配分） 
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４．COP10の評価～市民の視点から（１） 
CBD市民連合の意見 

目標 2020年までに生物多様性の損失を止める。 ×ミッ
ション 

主流化 生物多様性とその生態系の機能と回復力における中心的
な役割を、国際機関や条約、国内の各セクターにおいて組
み込む。 

○目標2 

2020年までに生物多様性へ悪影響を与える補助金、国内
及び国際的なインセンティブやプロジェクトをなくす。 

○目標3 

現在の持続可能ではない生産と消費をやめる。 ○目標4 

圧力低
減と持
続可能
な利用 

2020年までに、森林破壊、過剰な漁業、自然生態系の破壊
を止める。 

×目標5 

2020年までに、野生動植物の利用は生態学的に持続可能
なものとし、合法的でトレーサビリティを確立する。 

△目標6 

持続可能でない農業と土地利用、特に埋立と土地利用の
転換をやめ、栄養物の負荷を危険なレベル以下に低減する。 

○目標7, 
8 

破壊的な産業型農業、水産養殖、バイオ燃料、バイオマス
その他の商品の拡大を止める。 

× 
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４．COP10の評価～市民の視点から（２） 
CBD市民連合の意見 

実施 先住民族、地域コミュニティと女性の十分で効果的な参
加を基礎として、保護区（特に海洋保護区）の十分な代
表制を確立すること。彼らの権利、特に抑圧のない状態
での事前の十分な情報を得た上での同意（FRIC）は尊重
しなければならない。 

△目標18 

意思決定における地域の生物多様性の保全者、利用
者、開発者の真の参加を守り、拡大する。 

△目標18 
 

貧困と生物多様性の損失の原因となっている根本的な
不平等に対処するため、小規模生産者の権利と生活を
保護する。 

× 

上記を支援するための、市場原理に基づく手法ではな
い政府資金を増加させること。 

△目標20 
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５．COP10の評価と今後の課題 

 戦略目標は定まったが、目標の幅があり、あいまいも
のもある。 

 戦略目標の達成は、各国の戦略計画と実施に依存
（悪影響を及ぼす補助金の削減、持続可能な生産と
消費は実現困難）。 

 資金動員計画は、今後の手順を決めただけで実質的
な合意はない（COP11での議論）。 

 ABSは合意できたが、実効性のある制度となるかど
うかは先進国の国内法整備次第。 

 REDDプラス、バイオ燃料、ジオエンジニアリング、合
成生物は懸念が残る。 
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