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4．生物多様性総合評価と今後のモニタリング
中静 透（東北大学大学院 生態適応 COE）
COP10 に先立ち、2010 年の 5 月に公表された GBO3（地球規模生物多様性概況第 3 次報告書）によ
って、「2010 年までに生物多様性の損出速度を明らかに低下させる」とした 2010 年目標が達成でき
なかったことが発表された。また、国内の状況についても、生物多様性総合評価（JBO）が発表され、
日本でも、一部の個別目標を除き、ほとんどの目標が達成できなかったことが明らかとなった。COP10
では、難航しながらも、
「愛知目標」という新しい目標が同意された。また、生物多様性やそれがも
たらす生態系サービスの経済評価を行った TEEB の報告書が提出されたほか、IPBES（生物多様性と
生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム）の設置が決まり、科学的な知見を生物
多様性条約に取り込む枠組みも明確になってきた。また、2000 年代になって動き始めた GEO（政府
間地球観測作業部会）の中にも、BON（生物多様性観測ネットワーク）が形成され、地球規模での観
測と観測活動のネットワーク化が諮られようとしている。このように、今後の生物多様性モニタリ
ングを考える上で登場した、新しい方向性について述べる。

横浜国大の GCOE は東北大の 1 年先輩ということで、いろいろな情報を利用させていただいた
ところもあり、大変感謝しております。
今日の話は、実は去年から今年にかけて 5～6 回話している話が半分ぐらいなので、皆さんに
あまり新鮮味がないのではないかと心配しています。昨年 10 月の COP10 に合わせた形で、5 月
に JBO（日本の生物多様性総合評価）というレポートを環境省と一緒に出し、その国際版であ
る GBO が新しい愛知目標の策定にもつながっていくわけですが、その GBO と JBO の話をさせて
いただいて、COP10 で行われた議論を踏まえて、これからこういう評価や目標をどのように考
えていくことが必要なのかという話をさせていただきたいと思います。

地球規模生物多様性概況（GBO3）
これが『Global Biodiversity Outlook 3（GBO3）』という報告書です（図 1）。2010 年時点で
の地球規模の生物多様性の状況、
それを変えてきた圧力、影響、
対策に対する現況と、当然 2010
年目標の評価ということが重要
なアサインメントでした。そう
いうレポートが出て、世界中の
生物多様性の状況を表す指標が
幾つか開発されました。これは
GBO のグループが開発したもの
だけでなく、
UNEP の WCMC など、
いろいろなところが開発したも
のがあるわけです。例えば
Living Planet Index などは最
近下がっています。ただし、温
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生物多様性の状況（State）

れから、レッドリスト指数のよ
うな、相当粗っぽいけれども、
「生命の星」指数

世界中の傾向が分かる指数を使

レッドリスト指数

森林面積

って評価したわけです。全体の
傾向としては、大体みんな下が
っているというのが特徴です。
世界の鳥指標

海洋生物栄養段階指数

海草場の面積

2010 年までにこの下がってい
るスピードを明らかに緩くする
というのが 2010 年目標でした
が、それが緩くなっていないと

水鳥の汚染指標

水質の指標
サンゴ礁の状況

いうことになるわけです（図 2）。
また、生物多様性の損失や劣

図2

化という問題が、人間に対して
どのような影響を与えたのか

人間への影響（Impact）と対策（Response）

（図 3）も見ています。例えば
利用されている生物に関する
Living Planet Index（LPI）や、
利用されている脊椎動物のレッ

利用されている脊
椎動物の「生命の
星」指数

保護地域の面積

ドリストによって、生態系サー
侵入種に関す
る対策

ビスを測ろうとしたわけです。
それも下がっている。しかし、

保護地域の割合

それに対して手を打たなかった
わけではなくて、保護地域の面

利用されている脊椎動物の
レッドリスト指数

積はここ 30 年で相当拡大して

持続的管理をした
森林の面積

生物多様性に
関する国際的
援助額

いるし、割合ももちろん拡大し
ている。持続的利用も拡大して

図3

いるし、侵入種に対する対策も、
ODA などで生物多様性に対する援助も増えています。このように大変努力したにもかかわらず、
結局、2010 年目標は達成されなかったというのがレポートの中身です。
GBO3 の目標は 20 個ほどありますが、その目標が達成されたかどうかというと、達成された
という凡例がないわけです（図 4、5）。要するに、凡例を見るだけでこれが達成されなかった
ということが分かるぐらい、すべての目標が達成されなかった。達成されなかったけれども、
大きな前進があったという指標がいくつかあって、達成されなかったけれども少しぐらい前進
があったもの、それもなかったものをたくさん含んで、まとめると、すべての目標で達成でき
なかったというのが GBO3 のレポートです。
結論をもう一回繰り返しますが、すべての要素で損失が継続している。特に、生物の種類で
言えば、両生類、サンゴ、植物である。生態系で言えば、熱帯と淡水生態系である。面積が減
っているだけでなく分断化が進行していて、生態系サービスから見ても、その影響が非常に見
られます。それから、農作物と家畜の遺伝的多様性が非常に大きな影響を受けており、フット
プリントは生物学的許容量を超えているのだということをレポートとして述べたというのが
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GBO3 です。

日本の生物多様性総合評価
（JBO）

GBO3

Global
Biodiversity
Outlook 3

GBO3 は、非常に粗いけれども
世界中全体をつかめる指数を使
って、世界中の傾向がこうだと
いうレポートです。では、日本

2010年目標
は達成されな
かった

はどうかということで行ったの
が日本の生物多様性総合評価
（JBO）になります。日本は先進
国だとわれわれは思っています
から、世界全体の傾向とは少し

図4

は違うものがあるかもしれない
という淡い期待を抱きながらや
るわけです。最近 50 年間の生物
多様性の状況変化ということで、
いろいろなデータを集めてくる

GBO3

Global
Biodiversity
Outlook 3

わけですが、使っているデータ
というのは、要するに生物多様
性の評価であるはずなのに、ほ
とんどは、行政で使われている

2010年目標
は達成されな
かった

統計データだったりするわけで
す。生物多様性のデータは意外
に少なく、環境省の緑の国勢調
査などでとられているデータや、
バードライフや野鳥の会が持っ

図5

ているデータがわずかに使える
ぐらいだというのが現状です。2010 年目標の評価についても、日本はどうだったのかというこ
とを評価しました。
日本の生物多様性国家戦略に沿った形で評価していくということですので、第 1 の危機から
第 3 の危機までと、地球温暖化の危機に対してどういう指標が考えられるのかということと、
なぜそういう生物多様性の損失を起こしたかという要因に関する指標、さらに対策に関する指
標（図 6、7）。要因と言っても直接要因と間接要因があり、そういうものの対策という指標で
す。それから、それぞれの生態系を森林や農地など六つの生態系に分けて、それぞれの生態系
ごとに GBO3 でもいわれているような指標をもとに、それぞれの指標をマトリックスの中にまと
めています。すべて網羅できているとは思いませんが、それぞれの生態系で重要だと思われる
ような、と同時に指標として数値化が可能な、それも全国レベルで可能なものについて指標を
作っていただいて、報告書を作ったわけです。
どんなことをしたか簡単にお話ししますと、まず、間接要因の最たるものが、日本の人たち
がどれくらい生物多様性を意識しているかという認知度です。早く次のアンケートをやってほ
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しいと思っているのですが、

序章

要因の評価のための指標
（16指標）

2009 年では 61.5％が生物多様
性という言葉を知らなかったと
いう状況があるわけです。
ってきたか。森林は実は 50 年ぐ
らい前から減っていないのです
二次林や自然林が減る、草地が
減る、農地が減るというような
ことが起こる一方で、都市が増
えたり、宅地や道路が増えたり

対策

が、その中でも人工林は増えて、

損失の要因

陸域の生態系がどのように減

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

第1の危機の
指標
（6指標）
1 生態系の開発・
改変
2 野生生物の直接
的利用
3 水域の富栄養化
4 絶滅危惧種の減
少要因
5 保護地域
6 捕獲・採取規制、
保護増殖事業

第2の危機の
指標
（3指標）
7 里地里山の
利用
4 再掲 絶滅
危惧種の減少
要因
8 野生鳥獣の
科学的な保護
管理

第3の危機の
指標
（4指標）
9 外来種の侵入
と定着
10 化学物質によ
る生物への影響
4 再掲 絶滅危
惧種の減少要因

地球温暖化の
危機の指標
（1指標）
12 地球温暖
化による生物
への影響

11 外来種の輸
入規制、防除

対策の基盤の指標（2指標）
13 生物多様性の認知度
14 海外への技術移転、資金供与

というようなことが起こってい

図6

ます。陸水生態系ではほとんど
の生物のハビタット（生息環境）
が減っていることが分かります。
あるいは、生物多様性がなぜ
失われてきたか、絶滅危惧を引
き起こした原因別に整理すると、

序章

状態の評価のための指標（14指標）
森林生態系の指標（4指標）

農地生態系の指標（3指標）

生態系の規模・質

15 森林生態系の規模・質

19 農地生態系の規模・質

生態系の連続性

16 森林生態系の連続性

種の個体数や分布

17 森林生態系に生息・生育する
種の個体数・分布

生物資源の状況

18 人工林の利用と管理

やはり「開発」という部分、い
わゆる第 1 の危機がどの分類群
にとっても非常に重要な脅威で

生態系の規模・質
生態系の連続性
種の個体数や分布
生物資源の状況

あったことが分かります（図 8）。
生態系の規模・質

外来種の影響が非常に強いとか、

種の個体数や分布

群ごとにいろいろな傾向が分か

種の個体数・分布
21 農作物・家畜の多様性
陸水生態系の指標（3指標）
24 陸水生態系の規模・質
25 河川・湖沼の連続性

23 都市生態系に生息・生育する
種の個体数・分布
沿岸・海洋生態系の指標（3指標）

例えば爬虫類みたいなものでは、
乱獲の影響が大きいとか、分類

都市生態系の指標（2指標）
22 都市緑地の規模

20 農地生態系に生息・生育する

26 陸水生態系に生息・生育す
る種の個体数・分布

島嶼生態系の指標（1指標）

27 沿岸生態系の規模・質

生態系の連続性

生物資源の状況

28 浅海域を利用する種の個体

30 島嶼の固有種の個体数・分布

数・分布
29 有用魚種の資源の状況

,

図7

るという評価もできます。第 2
の危機に関して言えば、薪炭の
生産が 80 年代以降どんどんな
くなってきていることや、農地

データ4-②

種の絶滅の要因

生物分類群ごとの絶滅危惧種の減少要因
絶滅危惧種の個体数の減少要因を大きく「開発」「水質汚濁（農薬を含む）」「採取・捕獲」「自然遷移」「移
入種」などに区分し、集計した。

が耕作放棄されていくという現
状、それから侵略的な外来種が
広がっていること。また、温暖
化の危機に関しては、サンゴ礁
の白化が、温度が横軸に取って

※1 森林伐採、湖沼開発、河川開発、海岸
開発、湿地開発、草原開発、石炭採掘、
ゴルフ場、スキー場、土地造成、道路工
事、ダム建設を含む
※2 水質汚濁、農薬汚染を含む
※3 園芸採取・鑑賞用捕獲、薬用採取、
その他不法採取などを含む
※4 管理放棄、遷移進行・植生変化を含む
※5 捕食者侵入、帰化競合、異種交雑・放
流を含む

あるグラフで見るように、温度
が上がれば白化の指標がどんど
ん上がっていくということが分
かるわけです。
そういうドライバーごとの整

出典：環境省，2002：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－1（哺乳類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－3（爬虫類・両生類）．
環境省，2003：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－4（汽水・淡水魚類）．
環境庁，2000：改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－8（植物Ⅰ 維管束植物）．

図8
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理と生態系ごとの整理もありま
すが、例えば本当にわずかなの

データ17-②

「生きている地球指数」（LPI ：Living Planet Index)
1978年に対する1997-2002年の鳥類の分布範囲の変化

ですが、生物そのものに関する
LPI を山浦さんという方が開発
されています。例えば森林性の
鳥だと LPI が 94 とか、成熟林を
利用する種よりも、実は遷移初
期の植生を利用する種が減って
いるという現状が、おぼろげな

増加

Living planet index

データの整理として、日本版の

1978年における分布を「指数100」とした。
LPIは基準点に対する相対的な変化率を表す。

150

103種

25種

49種

11種

18種

109

100

94

83

89
73

50

減少

森林性種

がら明らかになってくるわけで
す（図 9）。

森林生態系に生息・生育する種の個体数・分布

渡る距離が 渡る距離が
長い種 短い種／留鳥
成熟林を利用する種

渡る距離が 渡る距離が
短い種／留鳥
長い種
遷移初期を利用する種

出典：Yamaura Y., Amano T., Mitsuda Y., Taki H. and Okabe K 2009: Does land-use change affect biodiversity dynamics at macroecological
scale? A case study of birds over the past 20 years in Japan, Animal Conservation, 12, 110-119.

あるいは、都市の生態系を考

図9

えると、昔ヒバリは東京都のそ
こら中にいたのが、今は河川沿
いだけになっていく現状や、一
方でメジロは広がっているとい

ＪＢＯ
生物多様性
総合評価

うようなこともあって、都市の
生態系の評価は少し難しいとこ
ろもあります。あるいは南西諸
島のような島では、とても固有
種の割合が高いのですが、その
約 80％が絶滅危惧になってい
るというような現状が浮き彫り
になってくるわけです。
これが全体をまとめた表です
（図 10）。本来の生態系、人間

図 10

があまり影響がなかった時代か
ら比べたときには、本当に生物多様性は失われているということを認識しなければいけません。
ただ、50 年前から見ると、生態系によっていろいろです。この辺は同じく委員をされていた松
田さんなどと他の委員との間にも論争があって、本当に森林は横向きでいいのかとか、いろい
ろ検討しました。例えば原生林みたいな森林の伐採スピードは弱まってきている、というよう
なことを、論争がある中で、一応決めさせていただいた結果です。大きくまとめて、簡単に言
うと、陸水や沿岸、島嶼がまだ危ない。それに比べたら、陸域の方がまだ危機が少し弱まりか
かっているという評価です。
それに対して、生物多様性の変化を起こした要因も、第 1 の危機、第 2 の危機、第 3 の危機
と温暖化に分けて評価しています。例えば温暖化は、まだ顕在化していない面がたくさんある
のだけれども、それでもこれからどんどん悪くなるだろうという予想になっています。一方、
第 1 の危機を見ますと、森林では影響は大きいものの最近弱まりつつあるとか、沿岸や陸水な
どの生物多様性が一番心配されている、とは言いながら、第 1 の危機に関する要因自身はかな
り収まってきているのだという認識です。ところが、第 2 の危機ではまだこれからいろいろな
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ことが起こりそうだし、外来種

Evaluation of the achievement of “2010 Targets”

に関しても、これから深刻なこ

2010年目標の達成状況の評価

とが起こりそうだということが
傾向としてとらえられました。
生物を研究していらっしゃる

Achieved
or
目標達成

皆さんは、そんなことは言われ

または

positive
trend
プラス傾向

指標を相手にして、こういう評
価ができたということは、この
時点での一つの認識だと思いま

汚染の影響の軽減（目標7‐2）

Pathways for major potential alien
invasive species controlled(Goal6‐1)
侵略的外来種の移入経路の制御（目標6‐1）

るまでもないという感じかもし
れません。しかし、100 以上の

Reduce pollution and its impacts on
biodiversity (Goal7‐2)

Adaptation to climate change(Goal7‐1)
Not
気候変動への適応（目標7‐1）
Achieved
or
目標 または
Promote sustainable use and
不達成
Negative
trend consumption (Goal4‐1,4‐2)

す。またこれを 5 年後や 10 年後
にやることによって、この傾向

マイナス傾向

持続可能な利用及び消費の促進（目標4‐1・目標4‐2）

図 11

を見ることができます。当然、
対策が打たれるはずですから、その対策に対する評価も可能になると思います。
主要な五つの結論として、すべての生態系でまだ損失が続いているということ。また、特に
陸水生態系と、沿岸・海洋生態系、島嶼生態系が危ないのだということ。さらに、開発の影響
は、第 1 の危機、第 2 の危機、第 3 の危機によって、それぞれ違うのだということです。それ
から、やはり日本は国外からの生態系サービスをたくさん輸入しているのだという認識を持た
なければいけないということ。今後は、さらなる損失を創出させる間接的な要因、つまり人口
の配置の問題や、里山の荒廃を招いている経済環境などが重要な問題になります。一方では、
これは GBO3 では本編の中には含まれず、CBD のテクニカルレポートの別冊になって報告されま
したが、これ以上生態系を改変していくと戻れない、あるいは戻るのにものすごくエネルギー
もお金もかかるという状態になるのだという、ティッピングポイント（転換点）をもつ、ある
いは不可逆な変化を起こす恐れがある生態系が幾つかあるのだ、ということを指摘しました。

2010 年目標
2010 年目標を日本は達成できたのかということを振り返ってみますと、達成できたらしい目
標が二つあります（図 11）。それは、汚染の影響の軽減と、侵略外来種の輸入経路の制御です。
先ほどの評価でお分かりのように、侵略的外来生物の影響自身はまだどんどん強まっている傾
向にあるのですが、輸入経路の制御に関しては、ある程度成功したのではないかという評価で
す。ところが、ほかの目標に関しては、やはり日本でも達成できなかったということになりま
す。そういう状況に立って、生物多様性総合評価の中で、われわれはこれからどのように対応
していったらいいのかまとめました。
まず、第 1 の危機に関しては、自然再生の技術的検討や、地域のグランドデザイン、海域の
保全が大切だということになります。第 2 の危機に関して言えば、地域の合意形成によって生
物資源の、特に里山の資源をどのように利用していくかということを考えなければいけない。
里山すべてを昔のように使うことができないとしたら、もう少し別な使い方として、自然の遷
移に任せることも必要になってくるのではないかと思います。鳥獣被害なども、そのように里
山の使い方が変化してきていることが遠因だろうと思うわけですが、広域的な視点からの個体
数管理みたいなものが必要になってくる。第 3 の危機に関して言えば、後で五箇さんが述べら
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れるでしょうが、監視・定着体
制を強化すること、あるいは定
着した種の防除がこれから大変
必要になってきます。おそらく
それを片っ端からやっていくお
金はきっとないだろうと考える
と、優先順位付けや重点化をし
ていかなければいけない。
温暖化に関して言うと、実は
温暖化に対して自然生態系でで
きることはあまり多くありませ
ん。しかし、これは本当は全然

第Ⅳ章

不可逆的な変化

○ある閾値を超えると生態系が急速な変化を起こしたり、不
可逆的な変化が生じるような場合があると考えられている。
○このような変化にとらえることは、将来の損失への対策を
講じる上で重要であるが、現在の科学では、その発生を正確
に予測することは困難。
○注意深いモニタリングや順応的な管理が求められる。
生態系区分
森林生態系

不可逆的な変化を生じさせうる損失の例
高山帯への地球温暖化の影響
人工林の管理不足による斜面崩壊等の影響
シカの個体数増加・分布拡大による森林植生の破壊の影
陸水生態系 河川における連続性の低下や河床低下の影響
響
河川・湖沼等における侵略的外来種の影響
湖沼における地球温暖化の影響
沿岸・海洋 沿岸生態系への開発・改変などの複合的な影響（海砂利
生態系
採取を含む）
サンゴ礁への地球温暖化の影響
島嶼生態系 島嶼における侵略的外来種の影響

対策にはなっていないのですが、

図 12

モニタリング体制の強化を行っ
て、地球温暖化の生物多様性影
響への適応策の立案を早急に考
えていく必要があるだろうとい
うことになります。
それから、そういうことをみ
んなひっくるめて、いわゆる主
流化です。自らの地域の生物多

第Ⅴ章

観測からのインプットにかかる今後の課題
１．生物多様性に関する観測の充実
データの蓄積があるが生物に直接関係するデータ、良質な時系列
データ、広域をカバーするデータなどが不足

２．データの公開性・利用の容易さの向上
データの蓄積があるが非公開であったり、利用しにくい形である

３． 要因や対策まで含めたデータの提示

様性のあり方についての地域社

状態を示すデータだけでなく、要因や対策まで含む情報が必要

会での合意形成とか、生物多様

４．生態系サービスや「転換点」についての知見の充実

性の経済的な価値の評価をする
ことによって、これまで私には
関係ないと思っていた人たちに、

評価にとってニーズは高いが知見が十分でない。

５．損失の大きな生態系などの観測の重点化
評価において損失が大きいとされた生態系などに対策を講じるため
のデータを重点的に充実させる必要。

生物多様性の重要さを認識して

図 13

もらうことが必要です。
また、不可逆的な変化に関しては（図 12）
、例えば高山帯の温暖化や、人工林の管理不足の
問題、あるいは陸水生態系だと河床の低下の問題や、ダムが造られて連続性が低下すること、
外来種の問題がこれに当たります。沿岸ですと、まだ改変の問題が少し残っています。サンゴ
礁の問題、島嶼では外来種の問題も、このまま放置しておくことによって、本当に戻れない状
態になってしまう可能性があることを指摘しました。

観測からのインプットにかかる今後の課題
また、今回初めてこうした評価を行ってみて、今後のために考えておかなければいけないこ
とを指摘しました（図 13）。つまり、私たちがやる上で何に苦労したかということをまとめた
ものですが、一つは、生物多様性そのものに関する観測データがあまりに少ないということで
す。一方で、データの蓄積はあるのだけれども、良質な時系列データ、あるいは広域をカバー
するデータなどが不足しているか、使えない状態にあります。特に、データが使えない状態に
あることは、早急に改善するべきです。例えばどこかに死蔵されているデータなどがたくさん
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あったり、あるいは電子化され

愛知目標

ていなかったりして、地図を作
ろうにも作れない状況にあると

• ビジョン（展望）

いうのがこの問題点です。

この戦略計画のビジョンは、「自然と共生する」世界であり、すなわち
「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」世界である。

それから、要因から対策まで
含めたデータの提示ということ
も重要です。対策を打つために

• 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。これを確保するた
め、生物多様性への圧力が軽減され、生態系が回復され、生物資源が持続
可能に利用され、遺伝資源の利用から生ずる利益が公正かつ衡平に配分さ
れ、適切な資金資源が提供され、能力が促進され、生物多様性の課題と価
値が主流化され、適切な政策が効果的に実施され、意思決定が予防的アプ
ローチと健全な科学に基づく。

は、なぜ生物多様性が劣化して
いるかということを考えなけれ
ばいけないわけですが、どうい
う要因が絡み合ってそういう結
果になっているかということを
考えるためのデータが必要です。

図 14

また、
「転換点」についての知見
が充実していない。さらには、

愛知目標－戦略目標

損失の大きな生態系、特に高山
帯や沿岸域のモニタリングをも
っと充実させなければいけない
ということです。

COP10 と愛知目標

•

•

•

COP10 では、いろいろなこと
が話されましたし、いろいろな

•

決定がなされました。これにつ
いては私は詳しくは話しません

•

戦略目標Ａ（間接要因）
– 各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、
生物多様性の損失の根本原因に対処する。
戦略目標Ｂ（直接要因）
– 生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促
進する。
戦略目標Ｃ（状態）
– 生態系、種及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性
の状況を改善する。
戦略目標Ｄ（影響）
– 生物多様性及び生態系サービスから得られる全ての人のための
恩恵を強化する。
戦略目標Ｅ（対策）
– 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。

が、特にこういう生物多様性総
合評価がどこにかかわっていく

図 15

かという点でお話しします。や
はり愛知目標や SATOYAMA イニシアチブとかかわってきますし、IPBES にどういう科学的なアウ
トプットを出すかというところにかかわっていくわけです。あるいは REDD の MRV みたいなとこ
ろにもかかわっていくかもしれません。それから、資金メカニズムについてもきっとかかわっ
ていくはずです。
愛知目標はビジョンとミッションで語られ（図 14）、五つの戦略目標ができていて、間接要
因、直接要因、状態、影響、対策という、いわゆる DPSIR モデルにのっとった形で目標が作ら
れています（図 15）。愛知目標がどういう特徴を持っているかということを整理すると、一つ
はその DPSIR モデルに準拠しているのですが、本当に有効な形で準拠しているかどうかはとも
かくとして、形の上ではそうなっています。それから、数値目標がかなり入ったということ。
それから、生態系サービスが重視されていく傾向にあるということが大きな特徴だと思います。
ただし、その課題としては、数値目標は導入されたけれども、決まった数値目標は 15％にす
るか 20％にするか、間を取って 17％というような決定のされかたですから、現状の深刻さに対
する認識がないのではないかという批判をされている方もたくさんいるでしょう。そもそも数
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値目標に対する科学的根拠はど
こにあるのかということもあり

愛知目標の特徴と課題

ます。生態系サービスが重要だ
と言いながら、定量化できてい

特徴

ない、あるいは経済的な価値と

– DPSIRモデルに準拠

して評価されていないものがた

– 数値目標の導入
– 生態系サービスの重視

くさんあるという問題点を持っ
ています（図 16）。
それを解決する道筋を開きか
けたのが TEEB で、このレポート
によって、生態系サービスの経
済評価がなされたわけです。今

課題
– 現状の深刻さに対する認識
– 数値目標の根拠
– 生態系サービスの定量化

回の公式文書としては決議され

図 16

なかったのですが、いろいろな
革新的資金メカニズムに対する
議論があって、生物多様性オフ
セットなどを初めとして、企業
がどのように生物多様性に絡ん
でいくのかという報告書もたく
さんでています。
そういう意味で、革新的資金

革新的資金メカニズム
Innovative Financing Mechanisms; IFM

• 認証制度（stewardship, eco-labeling）
• REDD+ （Reducing Emission by
Deforestation and

Degradation）

• 生物多様性オフセット（biodiversity offset）

メカニズムの導入が不可欠だと
いう流れに行きつつあります
（図 17）。例えば認証制度や、

生態系サービスの経済評価・定量的評価

REDD あるいは REDD+、多様性オ

Economic and/or quantitative evaluation of ES

フセットなどということを考え
たときに、どうしても、生態系

図 17

サービスなど、生物多様性の経
済評価や定量評価が避けて通れないというのがこの傾向だと思います。しかし問題点として、
評価しにくいサービスがどうしても残ります。文化的サービスは一体どのように評価するのか、
あるいは調整サービスのうちの幾つかは、まだ計算の仕方が非常に難しい。それから、生態系
サービス間でトレードオフとシナジーがあって、一つの生態系サービスだけを追求すれば、ほ
かの生態系サービスが損なわれてしまうこともあります。また、実際のことを考えると、地理
情報が必要になります。定量化した次には、必ず地理情報が来て、どこで定量化されたものを
どうやって回復させていくのかとか、そこでどういう対策を打つのかということが必要になる
わけです（図 18）。
そこで、今後の生物多様性評価とモニタリングについて考える必要があります。JBO で議論
してまとめたものと大して変わっていないのですが、一つはやはり生物多様性に関する観測や
データを充実させるという意味で、生物そのものに関するデータや、時系列、地理情報、損失
の大きな生態系の観測、要因から対策まで含めたデータが必要だということです。それから、
公開性の問題。生態系サービスは、定量化などの技術開発という点も必要です。愛知目標でも
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言われていますが、国民経済勘
定の中に組み込むということが、
実際に具体化していくわけです
から、経済評価の道筋を付けな
ければいけない。
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生態系サービス評価の問題点
Problems in evaluating ecosystem services

z 評価しにくいサービスがある
• It may be difficult to valuate some ESs

しては、心配される生態系のリ

z 生物多様性の重要性が異なる

ストアップはできていますが、

• Biodiversity does not equally important for every ES

それだけでは予防的措置として

z サービス間のトレードオフとシナジー

考えることしかできません。し
かし、メカニズムが解明され、

• Tradeoffs and synergy between ESs

z 地理情報が必要
• Geographical information is helpful for decision making

起こる頻度やインパクトが分か
れば、この横浜国大のテーマで
あるリスク評価というところま

図 18

で行く。そういうところができ
て初めて、評価とモニタリングが実際に使えるようになっていくのだと思っています。
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5．エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
～日本に求められる取り組み
粟野 美佳子（WWF ジャパン）
WWF が 1998 年から隔年で発表している「生きている地球レポート」では、人間が生活していく上
で必要とする地球の自然資源の量を土地面積に換算した「エコロジカルフットプリント」を用い、
我々の生活の持続性を検証している。この指標によれば、2007 年の人類は世界全体で地球を 1.5 個
必要としており、日本だけで見れば 2.6 個と、およそ持続的とは言えないのが現状である。生物多
様性条約では目標の 2 番目として自然資源の持続的利用を掲げているが、こうした現状から、2010
年 10 月に名古屋で採択された愛知目標の 4 番目では「持続的生産と消費」が掲げられ、目標 5 と 6
では生物多様性に対する圧力要因を軽減するために持続的農林水産業の実現が求められた。そもそ
も、我々の消費活動こそ、生物多様性損失のドライバーであり、日本のエコロジカルフットプリン
ト（2006 年）でも、その 7 割は家計消費部門に起因する。その内訳を見ても 4 割弱が食生活に由来
しており、エネルギー使用による二酸化炭素排出もさることながら、農業・漁業を通じて日本人が
地球環境に与えているインパクトは相当のものがある。愛知目標では最初に個々人が生物多様性と
の関わりを知ることが掲げられたが、同時に持続的生産と消費を実現しようとするならば、日本を
始めとした先進国では、知る以上にライフスタイルを見直し、持続的農林水産業による消費へとシ
フトしていくことがこれから 10 年の課題である。

NGO の役割
大学の先生方のお話が続いてきた中で、がらっと雰囲気の異なる話になります。なぜなら、
WWF は学術機関でもなければ研究機関でもなく、NGO だからです。では、NGO というのは大学と
はどう違うのか。必ず Call to Action（行動の呼び掛け）を伴うのが NGO なので、私の発表に
も必ずそれが入ります。大学の先生方も「これからこういうことが必要だ」と、スタティック
なことはおっしゃいますが、NGO の場合は「こういうことをしろ」ということを言います。し
かも、WWF ジャパンの中でも最もはっきりものを言う人間ですので、私の話を過去聞いた方は
ともかく、私の話を今日初めて聞く方は、もしかしたら驚かれるかもしれません。それは、私
がずけずけ物を言う人間だということに加えて、WWF は NGO だからなので、その点は最初にお
断りをしておきたいと思います。
あんさんが学術と政策のギャップのことをおっしゃいましたが、まさに NGO の役割はそこに
あると思うのです。この橋渡しをどのようにできるか。NGO は確かに皆さんに「こうしてくだ
さい」ということを申し上げますが、スーパーの菓子売り場で「お菓子を買ってくれ」と床に
転がって、ただ自分の要求を押し通そうとしている子どもではありません。科学に基づいて、
その科学を本当にアクションにするにはどうしたらいいかを通訳するのが NGO です。なので、
今日はそこの部分をちゃんと踏まえるためにエコロジカルフットプリントの話をいたします。

エコロジカルフットプリント
そもそもエコロジカルフットプリントとは何かというと、1999 年に、中静先生が紹介された
Living Planet Index とエコロジカルフットプリントの二つをもって、「今、地球はこうなって
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いる、まずすぎるだろう」と発

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

表したものです。Living Planet
Index の開発は、WWF の担当者と

エコロジカルフットプリントとは

ロンドン動物学協会が一緒に行
ったものです。エコロジカルフ

森林

ットプリントというのは、グロ
ーバルフットプリントネットワ

牧草地
生産能力阻害地

ークという専門の、NGO と言っ
てはいますが割と学術に近い団

炭素吸収地

体があって、そこが学術的方法

耕作地

論を開発しています。WWF の役
割は、そこで出てきたものを基

漁場
2011年2月26日 - 3
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にシナリオを提示して、
「このま

図1

ま行けばこうなる、このままで
はまずいからこうしよう」とい
う、具体的な政策提言に落とし

世界のエコロジカルフットプリント

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

込んでいるのです。そのために
WWF が発表し続けているのがエ
コロジカルフットプリントです。
エコロジカルフットプリント
とは何かというのはご存じの方
が多いと思うのですが、概念を
絵で示すとこうです（図 1）。な
ぜ絵で表しているか。エコロジ
カルフットプリントは、国内生
産過程に必要なバイオキャパシ
ティの計算で数式があります。

Source: Global Footprint Network
2011年2月26日 - 4
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図2

数式を言葉で読み上げると収穫
された生産物、もしくは排出された廃棄物総量を、前者に関する国の平均収穫高で割って、収
穫係数で掛けて、等価係数を掛ける。そんなことを普通の人に言っても理解できるわけがあり
ません。そこで私たちは、生産もしくは廃棄にあなたが必要とする土地の面積だと言っていま
す。土地の面積でもいろいろありますが、基本的には六つの要素であなたは地球の土地を必要
としていることを示すのが、エコロジカルフットプリントのコンセプトです。
このコンセプトを基に計算すると、中静先生が既にキャパシティを超えているとおっしゃい
ましたが、確かに超えています（図 2）。南部アフリカの最貧国も含めての世界平均で、既にこ
れだけの面積です。確かに主たる原因はカーボンフットプリントですが、それ以外の要素もじ
わじわと上がってきています。大体地球の数で 1.5 個です。これは明らかに地球の再生産能力
をもう超えているのです。しかも、これは人間が必要としている部分ですから、ほかの生物が
必要としている部分はどうするのですか。カーボンの場合は吸収に必要な森林の量という形で
計算していますから、ほかの生物が必要としている部分まで全部を人間が使い尽くしていると
は言いませんが、少なくともほかの生物の容量を残すというコンセプトがなければ、特にカー
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ボン以外の部分は、大体基本的
には全部人間のために使われて

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

日本のエコロジカルフットプリント

いる資源と考えていいので、そ
うなると明らかに使いすぎでし
ょう。生物多様性が減少するは
ずだということを、実はエコロ
ジカルフットプリントは同時に

Information
descriptor
Can appear
below
the numbers

見せてくれています。
日本のエコロジカルフットプ
リントは、次のような推移をた
どっています（図 3）。当然カー
ボンが大きいですが、それ以外

2011年2月26日 - 5
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の部分も多少の変動があって、

図3

何と 2000 年から減少傾向にあ
るのです。WWF は環境省の方に
も、
「この事実をもっと世界に訴
えるべき。日本はそれなりに少

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

日本の持つインパクト
Ecological Footprint per country per person 2007

しずつエコロジカルフットプリ
ントを減らしているのだから、
もっとこのコンセプトで世界に
自分たちの優位性を、里山だけ
でなくアピールを」と言ってい
るのですが、いま一つ反応が鈍
く、あまり政策の中にしっかり
取り入れていただいていないの
で、ぜひそれはこの場にお越し
の自然環境局長にお願いしたい

Source: Global Footprint Network
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図4

と思います。
ただ、これは単に生産に必要な面積ではありません。日本人の輸入と輸出も全部加味してい
るので消費によるエコロジカルフットプリントなのです。ここがミソなので、これは後で詳し
く話します。私たちは結局これだけ地球を必要としているという、まず面積的な意味合いで見
てください。
では、全世界の国別のエコロジカルフットプリントはどうなっているか。飛び抜けて高いの
は UAE アラブ首長国連邦で、次いで来るのはアメリカだということは皆さんも大体お分かりで
しょう。では、日本はどこかというと、ここです（図 4）。日本は「乾いたぞうきん」と言う方
もおられますが、乾こうが乾くまいが、やはり順位が低い方ではないでしょう。ちなみに、地
球の許容量というラインがあり、世界平均はこの辺です。日本は明らかに平均より上という中
で、生物多様性の損失に対して、どのような責任をちゃんと取っていけるのかということを問
いかけています。
もう一つ違う観点から日本のインパクトの意味合いを見ます（図 5）。当然、人口が多い国は
フットプリントの総量がもちろん大きいです。真ん中がアメリカで、日本はそれに比べれば小
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さいとは言えますが、下段の一
人当たりで見た場合、中国より

日本のインパクトの意味合い

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

やはり大きいわけです。この内
側の緑は、自分の国のバイオキ
ャパシティです。日本のバイオ
キャパシティはこれしかないの
です。これを消費との比率で見
た場合、私たちの生活はどうな
のかというところが、先ほど輸
出入も加味したものだとお話し
した部分が表れているところで
す。これが、私たちのエコロジ

Source: Global Footprint Network
2011年2月26日 - 7
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カルフットプリントなのです。

図5

エコロジカルフットプリント
と愛知目標
では、このエコロジカルフッ

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

EFと愛知目標構造

トプリントは愛知目標とどのよ
うにつながるのか。WWF 的な
DPSIR で見てみましょう（図 6）。
通常の DPSIR とは少し違い、R
1970年を１とすると、7
割にまで減少

のことは書いておらず、Driver
の上位概念に Causal Factors
が来ています。ただ基本的には
DPSI に合っており、Driver のと
ころに Footprint sectors と書

2011年2月26日 - 8
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いてあるのです。エコロジカル

図6

フットプリントは、要は
Drivers にかかわるものです。一つずつ見ていくと、一番左のアグリカルチャーやフォレスト、
要するにエコロジカルフットプリントの概念でいえば森林、耕作地、牧草地の問題。次がフィ
ッシングとハンティングと来ていますので、当然それは漁場、森林の問題。真ん中はアーバン、
インダストリー、マイニングなので、言葉が固くて申し訳ないのですが、生産能力阻害地とい
って、要は都市化や工業生産などに使われるような土地のことを言っています。それと、鉱山
や業態によっては森林もかかわってくるので、こういったところがフットプリントとしてあな
たの与えている環境影響だという概念です。
水はエコロジカルフットプリントとは別に、ウォーターフットプリントがあります。なぜ別
にしているかというと、エコロジカルフットプリントは面積なのです。水は立方で考えなけれ
ばいけないので、ウォーターは別の指数で、まだ開発中、完ぺきにはなり切っていません。最
後にエナジーというのが、炭素吸収地というようになってきます（図 7）。
このようにエコロジカルフットプリントと愛知目標というのは、実は構造上非常にリンクし
ています。余談ですが、WWF としてはエコロジカルフットプリントそのものを愛知目標の中に
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明確に掲げていただきたくて、

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

ロビーワークは一所懸命やりま
した。そうしたら、ナイロビの

EFと愛知目標構造

事前会合で「エコロジカルフッ
トプリントというのは何だ。そ
んな概念は関係ないだろう」と

森林 耕作地

漁場

生産能力阻害地

牧草地

森林

森林

炭素吸収地

中国の代表に言われたのです。
1970年を１とすると、7
割にまで減少

ヨーロッパ側はエコロジカルフ
ットプリントの概念を推してく
れたのですが、やはりそういう
概念を持ち出されると、経済成
長的にちょっとというところで

2011年2月26日 - 8
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合意が取り付けられず、入りま

図7

せんでした。本当は目標 4 あた
りにエコロジカルフットプリン

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

トとはっきりと書かせたかった
のですが、非常に残念ではあり
ます。

日本人のエコロジカルフットプリント起源

では、日本人にとってどうい
食料

うことが大事なのかというと、
住居

先ほどはエコロジカルフットプ

7割
家計部門のインパクト
が大半

リント全体の面積、例えば森林

交通

でこれぐらい必要で、カーボン
商品

の吸収でこれぐらい必要という
形の日本の状況と、それが世界
の中で見たときにどういうもの
だったかということをお見せし

サービス

2011年2月26日 - 9
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図8

ました。これを今度は生活目線
から見たときにどうなるか、エコロジカルフットプリントの起源は一体どこにあるのか。
これは、去年の 8 月に発表した起源に関するデータです（図 8）。まず、そもそも 7 割近くが
家計消費活動なのです。別に企業活動でも公共事業でもなく、大学の先生も生活者ですから、
私たち一人一人の毎日からエコロジカルフットプリントの原因の 7 割が起きている。しかも、
その構成要素を見ると、トップが食料です。グローバルヘクタール的に見ていればカーボンが
一番大きく、エネルギー使用が最大の原因と思われるかもしれません。この起源分析はグロー
バル・フットプリント・ネットワークが産業連関係数を使って計算しているのですが、食料起
源の方が実はトップに来ているのです。これはごくごく一般的に考えていただければ分かりま
すが、食料に関するエコロジカルフットプリントは、カーボンなどよりも圧倒的に、耕作地や
農業用地、あるいは日本人は水産物が大好きですから水産資源であったり、あるいはもちろん
森林そのものも若干入ってきますし、里山はどうなのかといった、いろいろな部分があります。
そのように考えていったときに、もちろん住居や交通という部分はエネルギー使用が大きい
ので、これを足せば同じだと言えるかもしれませんが、それでも大きいわけです。そうすると、
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実はエコロジカルフットプリン
トを愛知目標とつなげてみたと

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

EFにとっての愛知目標
戦略目標A（ドライバー関連）

きに、カーボンよりも重要な部
分を、生物多様性条約の方が私
たち一人一人の生活に対して、

• 目標４ 持続的生産と消費
国内生産だけではなく、海外生産に対する責任

メッセージを送っていたという
ことになるのです。

日本の取組課題
そうすると、先ほど目標 4 に
入れたかったという、持続的な
生産と消費に関するもの、ここ

2011年2月26日 - 10

シンポジウム 生物多様性条約 利用と保全を考える

で WWF 的に皆さんに特に強調し

図9

たいのが、ともすると日本人は
すぐ国内生産の話だけで終わり

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

がちです。しかし、日本国内の
自然のことを語っていれば、エ

EFにとっての愛知目標

コロジカルフットプリントは良

戦略目標B（プレッシャー関連）

くなるのか、それがこの概念図

• 目標６ 持続的漁業
• 目標７ 持続的農林養殖業

です（図 9）
。EFI というのはイ
ンポートです。EFP がプロダク

各種認証スキーム
FSC・MSC・ASC・RSPO・RSO・BCI・BONSUCRO

ション、EFC がコンサンプショ
ン、EFE がエクスポートです。
つまり、私たちがフットプリン

目標３（補助金）・目標５（生息地転換）・目標８（農薬・肥料）へ

トと言っていても、どこで発生
させているかというと、例えば
耕作地の場合、国内は 0.13、国

2011年2月26日 - 11
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図 10

外で起こしているものが 0.46
なのです。その結果、日本の大きいリンゴが中国ですごく高値で売れるとなっていますから、
若干の農作物は輸出していますが、基本的には 0.58 の国内需要のために、国外で 0.46 のエコ
ロジカルフットプリントを与えているということになるわけです。それは漁場に関しても同じ
です。漁場の場合はまだ 0.25 と 0.27 で半々ですが、それでも半々です。森林などは 0.09 と
0.23 ですから、実は国外の方がはるかに私たちはエコロジカルフットプリントを与えています。
だから、海外生産に対する責任をどう取るかというところなのです。どうしてもそこがなかな
か日本では議論されないのですが、やはりそこの部分は忘れていただきたくないと思います。
そういうところから愛知目標を見ると、より具体的な目標で何が重要か。食のお話だと申し
上げたので、当然、目標 6 の持続的漁業と、持続的農林養殖業にかかわる目標 7 です（図 10）。
ここで宣伝するわけではないですが、現実に確かにそのためのツールはあるのです。ここにス
キームとして挙げているのは、実は WWF が絡んでいるものばかりなので申し上げますが、FSC
は森林認証制度です。MSC は漁業ですが、基本的に養殖業を除いています。養殖業は ASC とい
うのを別立てで今作り始めていますので、魚絡みが二つです。RSPO というのは持続可能なパー
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ムオイルの生産のための円卓会

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

議で、これも認証スキームとし
ては立ち上がっています。RSO
は大豆です。大豆に関してもラ
ウンドテーブルは立ち上がって
います。BCI は Better Cotton

EFにとっての愛知目標
波及的目標
目標３：持続的農林水産業による製品の利用を促進するような経済的イ
ンセンティブの必要性
eg ‘BDポイント’ 非グリーン課税

Initiative という綿花です。
BONSUCRO というのは、Better

目標５：劣悪な森林管理→森林劣化→生態系サービスの縮小→土地転
換 という悪循環

Sugarcane Initiative から最近

目標８：世界のpesticidesの1割近くを消費する綿花栽培

名前を変えたのですが、サトウ
キビです。このように各種の持
続的な農業、もしくは漁業、養
殖業のための認証スキームを、

2011年2月26日 - 12
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図 11

WWF が絡むような形でやってい
るのです。
この目標 6・7 を達成するには、ほかの目標の達成も同時に必要になってきます（図 11）。例
えば目標 3 は、一般的には、害のある補助金を削減しろとなっているのですが、文章には続き
があって、もしくは良い方に働かせるインセンティブにするということです。つまり、エコポ
イントが良いか悪いかという議論はさておき、生物多様性ポイントのようなインセンティブを
消費者に与えるとか、非グリーンな輸入品に対しては別途課税をかけるといったペナルティな
ど、経済的・政策的インセンティブをしていくことが、持続的な農林水産業の促進につながっ
てくるのです。
目標 5 は、生息地の劣化の問題ですが、そもそもまず何が原因でそういうことが起きるかと
いうと、いきなり切り倒されるのではないのです。まず、日本の荒廃した里山のように、森林
管理がまともになされずに劣悪になる。そうすると、森林そのものの生産性が落ちるから、だ
んだんその森林が重要でなくなってきて、こんな生産性が悪い森林だったら取っ払って別のも
のを作ってしまった方がいいというように、人間の心理として当然なっていくわけです。その
結果として土地転換が起こる。ですから、まず適切な森林管理、持続的な森林管理を行うこと
が、実は土地転換を防ぐ重要な手法になってくるのです。実際に 20 世紀最後の 10 年間で、森
林の 5 分の 1（3 億ヘクタール）が、農業用に転換されているのです。森林減少の主たる要因は
やはり農業に戻ってきているので、この持続的な農業の実現と持続的な林業の実現はセットの
問題になっています。これはやはり私たちが意外に見落としがちなのですが、案外そこはリン
クしています。
それから、目標 8 は世界の pesticides の 1 割近くを消費する綿花栽培に関わりがあります。
綿花栽培は多分ご存じだと思いますが、枯れ葉剤を大量に使います。世界における殺そ剤や殺
虫剤、その他の農薬の 1 割近くが綿花栽培で使われているのです。それぐらい大量消費してい
る状況を改善せずに、持続的な綿花栽培があるのか。あるいは、サトウキビ栽培でも結構同じ
ようなことがあり、農薬使用量を半減させるとか、窒素使用量を 4 分の 1 削減させるというこ
とが、先ほど申し上げた BONSUCRO のイニシアチブの中で、中米の方では実際に見込まれていま
す。栽培方法によって、実際の使用量削減は十分可能です。エコロジカルフットプリントを削
減するというのは、実は愛知目標のこういった目標を達成するということと直結していくのだ
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ということを、皆さんに理解し

エコロジカルフットプリントから見た愛知目標
日本に求められる取組

ていただきたいと思います。
最後に、日本の取組課題をま
とめます（図 12）。目標 1 とし
て、自分たちが何をすべきかを

日本の取組課題
–

日々の消費行動の見直し 「何をどれだけ食べるのか？」

–

経済行為である消費行動に対する適切なインセンティブ

–

目標１「知っている」 or「知らないがやれている」？

ということをみんながするかど

–

生産側の事業見直し

うかです。これを 10 年間かけて

–

事業見直しへの適切なインセンティブ

認識するということが 10 年後
の目標で出ていますが、私から
言えば、「食生活を悔い改めよ」

やるとするか。確かに皆さん、
ビールに含まれているプリン体
がどうのこうのとか、マーガリ

2011年2月26日 - 13
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図 12

ンのトランス脂肪酸がどうのこ
うのと、自分の体に直結するものだと、すぐ食生活の見直しはされますが、そうではない食生
活の見直しというのは案外と取りかからない。そうすると、WWF はもともと認識のレベルで止
めるなと言っていたのが、認識のレベルで止まってしまった目標 1 ですが、WWF 的には認識の
レベルに止めずに、食生活を本当に悔い改めていただきたい。ただ、現実には昨今の食料価格
高騰を見てもお分かりのように、10 年後、悔い改めざるを得なくはなっていると思いますが。
もう一つ重要なのは、食生活とは消費者行動なのです。私は主婦ですからはっきり言います
が、消費者とは単なる経済行為主体ですから、経済的インセンティブがなければ動きません。
どうしてドンキがあんなに繁栄するのか、どうしておばちゃんは 1 時間もかけて安売りスーパ
ーへ買い物に行き、近所のスーパーに行かないのか。全部、経済合理性にのっとっているので
す。なので、経済合理性にのっとらないことをいくら押し付けても、決して主婦はやらない。
だから、経済合理性にのっとって取れるようなインセンティブが必要なのです。その意味では、
エコポイントは功罪もいろいろありますが、悪くはなかったのかもしれません。だとしたら、
こういったインセンティブを 2020 年目標、10 年間これからやる部分の目標達成でどうやって
いくのか。目標の中にも、環境省だけの仕事にせず国家全体でやるのだと明確に書いてありま
す。3 番目の点は、やらなければいけないことを知っているというのではなく、知らないけれ
どやれているというのでいいのではないか。知るというのは、多分、日本人はやります。お勉
強が大好きですから。だけど、やらない。だから、この場合は知っていなくてもやれていると
いうようにした方が、私はよほど愛知目標は達成するのではないかと思います。
その意味で、もう一つ日本の特徴を言うと、消費者は声を上げないのが日本なので、生産側・
企業側で引っ張っていかざるを得ません。生産側でいかに事業を見直していくかというのが愛
知目標達成上不可避です。そうすると、経産省がいかに本腰を入れてやってくれるかというこ
とも必須です。そうなると、やはり事業見直しに対しての適切なインセンティブを提供してい
かないと、愛知目標の達成はおぼつかないのではないかと思います。
過激だったかもしれませんが、私のお話を終わらせていただきます。ご清聴どうもありがと
うございました。
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6．外来種問題に対する国際的取り組み
五箇 公一（国立環境研究所 生態リスク COE）
今回の COP での最大の成果は、何といっても、ABS（遺伝子資源へのアクセスと利益配分）に関す
る国際ルールを定めた「名古屋議定書」が採択されたことと、生物多様性の新たな世界目標、すな
わちポスト 2010 年目標を定めた「愛知ターゲット」があわせて採択されたことにあります。愛知タ
ーゲットに盛り込まれた 20 の目標のうち、目標 9 に、外来種問題に対する国際的な取組みが明記さ
れています。実際の本会議においても、外来種問題を議題とした会合だけは、他の議題と比較して、
特に南北間の対立もなく、その対策は満場一致でポスト 2010 年目標の一課題として採択できました。
逆にいえば、外来種問題はどの国にとっても、全く利益にならない、極めて厄介な環境問題である、
ということが示されていると言っていいでしょう。しかし、対策の必要性が唱われる一方で、国際
貿易自由化の波は高まる一方であり、国境線という敷居は、今後もますます低くなります。生態系
のみならず経済、社会、文化までもがグローバリゼーション・スタンダードという画一化の方向へ
押し流されている現実があります。外来種問題は単なる生物学的な問題ではなく、社会や経済、人
間活動や倫理に密接に結びついた問題です。今後、外来種をこれ以上増やさないためにはどのよう
な取組みが必要とされるのか？この問題に対して日本はどのような国際的位置に立たなくてはなら
ないのか？COP10 で開催したイベント報告も交えながら議論してみたいと思います。

国際的な外来種対策の枠組み
COP10 は昨年 10 月に無事、名古屋議定書および愛知ターゲットが議決されまして、本当に大
成功に終わりました。先ほどから何回も出てきていますが、愛知ターゲットは 20 項目あります。
この中の目標 9（図 1）、しっかりと外来種に対して国際的な取り組みが必要であるという文言
が入りました。これを読んで、会場で喜んだ生態学者や NGO の皆さま方が考えたのが、
「外来種
対策が国際的な重要課題であると世界が認め、世界中が外来種防除で協力することになる。日
本もこれに追いつかなければならない」ということです。われわれ自身も「これならきっと予
算が取れるに違いない」とその場で考えたというのが事実です。
では、実際に国際的な外来種
対策の枠組みがどうなっている
のか、少し整理してみましょう。

侵略的外来種のポスト2010年目標

そして、実際にその枠組みの中
で、どこまで海外の枠組みが頼
りになるのか、あるいは外来種
を規制できるのかということを
少し考えてみたいと思います。

目標9：
2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、
優先順位付けられ、優先度の高い種が制御され又は根絶される、
また、侵略的外来種の導入又は定着を防止するために
定着経路を管理するための対策が講じられる。

まず、外来種対策の一番の大き
な枠組みとしては、生物多様性

外来種対策が国際的な重要課題だと世界が認めた！

条約の第 8 条 h 項に、加盟国は

世界中が外来種駆除で協力する！

外来種対策に対して、積極的な

日本の外来種対策もこれにならって強化しなくては！

取り組みをしなくてはならない
という義務付けがなされていま
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す。ただし、これはあくまでも
条約なので、基本的に叱咤激
励・鼓舞をしてガイダンスを示
しているのですが、具体的な規
制はこの条約には当然含まれて
いません。
「努力しましょう」と
しか言わないわけです。
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The WTO Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement
衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）
○ヒト、動物および植物の生命および健康に関わる有害な生物の
輸入規制に関する協定
○規制は、あくまでも科学的根拠に基づくものとする
○国が衛生動物検疫措置として輸入規制を実施する際にはWTOに
通報しなければならない

それに対して、既に貿易に絡
むさまざまな枠組みがあって、
その中には当然、外来種を含む
有害な生物のトレードに対して、
規制の枠組みはもう CBD ができ
る前からあるわけです。その一

図2

つが、例えば国際植物防疫条約
（IPPC）というものです。これは植物および植物の生産物、つまり果実や種子の国際トレード
における病害虫の導入防止を目的とする枠組みで、これにのっとって各国は植物防疫法という
ものを持っていて、検疫をかけることになっています。ただし、ここで覚えておいていただき
たいのですが、国際的な強力な枠組みも、いざ発動するときには WTO の SPS 協定に基づくとい
うことが必ず前提になります。この WTO の SPS 協定というところだけ覚えておいてください。
実際にこれで規制対象となるのは農林害虫、いわゆるペストといわれるもので、各国の防疫法
で取り締まられることになります。
もう一つが World Organization for Animal Health で、OIE といわれるものです。これは国
際獣疫事務局といわれるもので、動物および動物の生産物、つまり家畜の国際的トレードにお
ける安全性を確保するとともに、世界的な野生生物感染症の防除を図るというものです。対象
となるのは、例えば人間にとっても怖い狂犬病であったり、あるいは最近問題になっている BSE
（狂牛病）、鳥インフルエンザといった、健康および生産に非常に不安をもたらすものもこうい
ったもので取り締まられています。最近話題になったのはカエルツボカビという、人間には全
く害はないのですが、野生生物にとって脅威となるものも、OIE で規制対象となっています。
その条約の中にも、WTO の SPS 協定に基づくと書いてあります。

WTO と SPS 協定
外来種を取り締まる上での一番大事な二つの枠組み、どちらにも WTO の SPS 協定というもの
が入っているのですが、WTO とは国際貿易機関で、GATT という前身の機関が 1995 年に発展的解
消してできた機関です。これは自由貿易の促進を図るための機関であり、貿易にかかる国際紛
争を調停する場でもあります。物の貿易だけではなく、サービスや知的所有権を含めた世界の
貿易を統括する機能を持つという意味で、まさに今グローバリゼーション、国際経済を推し進
める上で非常に重要な役割を果たしている機関です。
その中にある SPS 協定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）が、WTO の中には明記され
ています（図 2）。これは、ヒト、動物および植物の命および健康にかかわる有害な生物の輸入
規制に関する協定です。つまり、何か問題があれば、物や動物のトレードに関して、各国はそ
れぞれが持っている国の規制法で規制を発動することができるということを言っているのです
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が、ただし、規制をする際には、あくまでも科学的根拠が必要とされるという前提があるわけ
です。いざ、ある国が衛生植物検疫措置をその法律に基づいて実施する際には、WTO にまず通
報しなければならないということがこの加盟国に命じられているわけです。
つまり、どういうことかというと、例えば日本には外来生物法があります。外来生物法がで
きたときも、特定外来生物というブラックリストを作りました。これはすべて WTO に通報しな
くてはならないのです。分かりやすく言うと、例えば日本に対してある国がアライグマを輸出
したいと言ってくると、外来生物法がありますから、日本はこれを検査するわけです。そこで
危ないとなれば、特定外来生物に指定します。これを WTO の SPS 協定に基づき、WTO に通報し
なくてはなりません。WTO はそれで加盟国に、日本はアライグマを輸入しない、輸入すること
に対して規制をかけるということが通知されます。それで異議がなければ、これで特定外来生
物として輸入禁止となるわけです。
ところが、ここでもし輸出国が「何を言っているのか。アライグマなど全然問題がない」と、
科学的根拠を持って反論してきます。これがいわゆる WTO の訴訟ですが、そうすると、そこで
裁判が起きて日本が負けると、この規制は撤廃命令を受けて撤廃させなくてはならず、アライ
グマの輸入は自由化されてしまうということが起こるわけです。これが WTO が決めている SPS
協定という中における、動物や植物のトレードの枠組みになります。
そういう問題と照らし合わせると、例えばミシシッピアカミミガメ、ミドリガメといわれる
ものです。これも日本の中では日本の在来種の両生類よりも個体数が増えてしまっているので
はないかということが学会でも報告されて話題になっているのですが、いまだ規制は受けてい
ません。特定外来生物には指定されていません。もちろん数が多すぎるというのも一番問題な
のですが、アメリカ合衆国がペットとして大量に輸出しているという背景があります。この外
来のカメは既に日本には蔓延してしまっているのです。全く規制はしておらず、放ったらかし
の状態です。そういう状況の中で、これを「輸入禁止します」ということを言うのは科学的根
拠があまりにも希薄で、いざ言い出したら、もめる可能性大です。そういう意味では手の出し
ようがないというのが現実です。

植物防疫法による検疫対象
実際にそういう悲劇は、植物防疫の方では起きています。僕自身は実は生物多様性をやる前
は、農薬会社でハダニという害虫、葉っぱにつくダニをやっつける薬を作るのを一生懸命仕事
にしていたのですが、農業害虫の一種にナミハダニというのがあり、これはいろいろな葉の汁
を吸って枯らしてしまうという大害虫ですから、当然、日本では植物防疫法による検疫対象に
なっており、ナミハダニが付いている植物は一切輸入ができないわけです（図 3）。そういう検
疫を 2004 年までずっとやっていました。その中で、アメリカやカナダから輸入されるリンゴに
このナミハダニが付いているため、持って帰って廃棄してくださいと言っていたわけです。す
ると、アメリカがとうとう怒り狂って WTO に訴えたわけです。WTO で裁判が起き、WTO は、ナミ
ハダニは日本国内に既に蔓延しているので、今さら検疫する必要はなく、輸入規制措置はすぐ
撤廃しろという判断を下したため、ナミハダニは輸入自由になってしまったのです（図 4）。
実際にナミハダニは世界中にいますが、それは本当に全部同じと見ていいのか。そこで後付
けになってしまったのですが、サイエンティフィックデータをわれわれが取って、世界中のナ
ミハダニの DNA 変異を見ると、日本のナミハダニと世界のナミハダニは遺伝子が全く違うわけ
です。さらに薬剤感受性を調べてみると、日本のものはこの薬で 100％死ぬのですが、海外か
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ら持ち込まれたと思われるもの
に関してはこの薬が効かない。
つまり、DNA が違うことで薬剤
感受性も違うという性質の違い
もあるわけです。ところが、今
WTO ではこれは同一種と見なさ

農業害虫ナミハダニ

れて、輸入規制をする根拠がな

植物防疫法による検疫対象

いとして、輸入規制撤廃をされ
てしまっているという状況にあ
るわけです。
そのように、現在、日本の植
物防疫法では原則禁止となって
いた昆虫類、農林害虫の規制が

図3

どんどん規制対象種から解除さ
れているという状況があります。
この背景には、当然、先ほどか

リンゴ

ら言われているグローバリゼー

2004年WTO裁定

ションが実は大きく効いている
と考えられます。昨年末、農水
省からパブコメが出されていま
す。植物防疫法が今度見直しを
受け、改正することとなり、そ

ナミハダニが
寄生している
ため検疫必要
Restriction of T. urticae

2004 WTO decision
カナダ
ナミハダニはCosmopolitan
であり、日本にも生息して
USA
いることから検疫の必要は

無い！
There is no need for restriction
because the mite is cosmopolitan
and actually exists also in Japan!
キウィフルーツ

れに対するコメントが求められ
ています。このニュースもあま
り知られていないと思いますが、

ニュージーランド

「一部をリスト化して明示する
などとともに、最新の知見や病

図4

害虫危険度」など、要するにリ
スク評価に基づき、
「現行の植物防疫処置をリスクに応じて見直す予定」と書いてあるわけです。
これだけ読むと、リスク評価を強化してくれるのだと思われがちですが、
「リスト化」とはブラ
ックリストを作るということです。
これまでの植物防疫法はホワイトリスト方式といって、輸入規制対象種はすべてなのです（図
5）。原則植物についたり、あるいは昆虫といわれるものは全部禁止で、その中で安全といわれ
るものだけを輸入許可するという方式を取っています。それが、今言ったブラックリスト方式
では、外来生物法と同じ方式になり、審査前の外来種は原則全部規制対象外になります（図 6）。
その中で、専門家が審査して危ないといわれるものだけがブラックリスト化されて規制を受け
る。これが特定外来生物です。だから、残りは規制に引っ掛かるまでは輸入が自由になるわけ
です。今度、植物防疫法はこの方式を取ろうということになります。
こういう形で、規制を強化しなくてはならないと言いつつ、実は世界の動きは全然それとは
違う方向に行きます。例えば TPP などという問題も、日本の中でもすごく議論されていて、菅
首相もついこの間も国会で、明治の開国と戦後の開国に次ぐ第 3 の開国だと大きい声で言って
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しまっているのですが、開国と

植物防疫法

自由化を一緒にしていいのかと

White List方式

いう話を本当はしなければいけ

輸入禁止対象種リスト

ません。そういう意味で、生物

原則全ての外来種は禁止

多様性という観点からすると、
こういった国際経済の自由化と
いう波をどう乗り越えて守って
審査

いかなければならないかという

輸入許可種リスト

ことを、戦略的に考えていく必
要があるわけです。

安全が認められた種のみ輸入できる

このように、ポスト 2010 年の
愛知目標のターゲット内に外来
種の話があるのですが、あれで

図5

ぬか喜びをしていてはいけませ
ん。生態学者が抱きがちな外来

植物防疫法

種対策における「国際協調」と

Black List方式

いう甘い幻想は、まず捨てなく

審査前の外来種は原則規制対象外

てはならないのです（図 7）。ど
の国も、外来種が自国に入って
くることは警戒しますが、自国
の生物が他国に侵入するという
審査

点にはほとんど無関心です。い
ずれの国も経済を優先します。

規制対象種リスト

残りは輸入自由

特定外来生物・未判定外来生物

そのために自国の製品がスムー
ズに輸出入されることが重要に
なってくるわけですから、どん
どん規制は撤廃してほしいので

図6

す。一方で、国際的な経済の枠
組みは整っていて、IPPC や OIE
はあります。しかし、その前提
には、WTO/SPS という強力なバ
リアがあるわけです。
この状況の中で、いかに自国
の生物を守るかという観点に立
つと、外来種の進入を阻止する
ためには、まず自国の規制シス
テムをしっかりと守りつつ、サ
イエンティフィックデータを積
んでおいて、いざというときに
きちんと反論できるようにして
おかなければならないのです。
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ポスト2010外来種管理対策の要
◯生態学者が抱きがちな、外来種対策における「国際協調」の甘い幻想は
まず、捨てなくてはならない
◯どの国も外来種が自国に侵入することに警戒はするが、自国の生物が
他国を侵入するという点にはさほど関心はない
◯いずれの国も経済を優先する。そのため自国の製品がスムースに輸入
されるというシステムが重要となる
◯外来種の国際的な規制の枠組みはそれなりに整っている（IPPC、 OIEなど）。
◯しかし、それらの枠組みに基づいて自国の法律による規制を実行するには
WTO/SPS協定をクリアしなくてはならない
◯従って、外来種の侵入を阻止し、自国の生態系を死守するためには、
自国の規制システムを強化するとともに、Scientific dataの蓄積により、
WTOに対する理論武装を強化しなくてはならない。

図7
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を含めて生態学者がすべきこと

ヨーロッパ産
セイヨウオオマルハナバチ

は、外来種を止めたければ、役

ハウストマトの花粉媒介用に導入

トラマルハナバチ

立つ研究をして、論文を書くこ
とです。外来種問題は国内では
議論になっていますが、パブリ

オオマルハナバチ

ッシュされるものがほとんどな
いため、いざというときに反論
できないという状況が起こりま

在来マルハナバチ
に対する悪影響？

す。ですから、やったことはし
っかり論文に書くということが
まず先にあります。

特定外来生物
図8

世界の外来種規制の枠組み
次に、具体的にほかの国々はではどういう規制をしているかというと、オーストラリアはさ
まざまな形でセキュリティがあり、規制が厳しいというのは有名です。ニュージーランドもそ
うです。リスク評価法がきちんとプロトコルになっていて、例えば動物を輸入するときに、そ
れについてくるアリやダニも徹底的に検査するというシステムを取っています。ヨーロッパも
今、EU 全体で統一規制するためのコミッションが設けられて、議論されているところです。ま
た、アメリカ合衆国は農務省が主に統括していて、さまざまな細かい法律があります。全体を
取りまとめる外来生物対策法や植物防疫法のほかに、個別にミナミオオガシラ防除法やヌート
リア防除法というように、被害が出たときにはその都度別に法律を作るということもあります。
さらに 1999 年には、大統領自らが侵入種の移入を防止し防除することを国の各行政機関に義務
付けるという、大統領行政命令も出されています。
日本は農水省で植物防疫法を持っていますが、それ以外に家畜伝染病予防法、それから、厚
生労働省は感染症法と狂犬病予防法といった形で、IPPC や OIE に対応するものがあります。実
は日本が世界に先駆けて進んでいるのは、そういった枠組みから外れているものも含めて規制
しようということで、外来生物法という外来生物に特化した法律を初めて作った国であり、そ
の意味では実は一歩前進しているのです。ただ、ブラックリスト形式であるところが気に入ら
ない人が多く、いまだ生態学者からはオーストラリア、ニュージーランドのように、ホワイト
リスト方式を見習おうという声は非常に多くあります。しかし、本当にそうなのか。例えば僕
自身も研究しているセイヨウオオマルハナバチは、ヨーロッパからハウストマトの花粉媒介用
に、役に立つ昆虫として輸入されたのですが、野生化して在来のハチに悪影響を及ぼすという
ことで、今、特定外来生物に指定されています（図 8）。こういった農業用のポリネーターを法
律で輸入そのものをコントロールしている国は、日本だけなのです。ほかの国はそんなことは
全くしていません。その意味では、こういった昆虫一つとっても、非常に先進的な取り組みを
していて、それは本当に評価すべきです。
一方、皆が見習おうとしているオーストラリアが、驚いたことに 2006 年にオーストラリア本
土にセイヨウオオマルハナバチを積極的に導入しようと政府が言い出しているのです。このま
まだと農業が負けてしまうから、ほかの国はどんどん使っているのだから自分たちも使わなけ
ればと言って、100 ページ近いリスク評価書をネットで公開して、輸入するというようなこと
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を言っています。そのリスク評
価の結論は、セイヨウオオマル

Self-sufficiency in foods
in developed countries

ハナバチが仮に定着を果たした
としても、大きな生態域は想定
されないから、どんどん輸入し
ましょうと書いてあった上に、
さらに日本のわれわれの研究も
流用されていて、日本は騒ぎす
ぎで砂上の楼閣だから、気にし
なくてもいいと書いてあるので
す。非常に腹が立ったので、学
会にも報告し、皆でパブコメを
書こうと呼び掛けましたが、誰

USA
Switzerland
Canada France German Italy
Spain
England
Netherlands Sweden
Australia

Japan

図9

も反応してくれませんでした。
日本人は国内でいがみ合うのは好きなのですが、いざ白人を相手にすると、誰も何も言ってく
れないのです。
仕方がないので、環境研の名前を使って、パブコメで反論を出しました。
「私たちはしっかり
論文も出している。しかも、オーストラリアはマルハナバチはもともと 1 匹もいない。日本は
たくさんいて全くそのリスクの意味が違うから、一緒にしないでください。だから評価書の文
言は全部消してほしい」と反論しました。それが功を奏したかどうかは知りませんが、今オー
ストラリアの昆虫学者たちが立ち上がって、政府に対して反論の解析を出し、ネット上でかな
りもめて、輸入は止まっていますが、一応まだ検討中ということになっています。
これで言いたかったのは、あのオーストラリアでも、いざとなったら、食うためなら外来種
の積極導入を惜しまない。ニュージーランドも有名なのは、ヒツジのふんを処理して温暖化対
策をするために、アフリカからスカラベを大量に輸入して、それをばらまいているのです。そ
ういう観点で、彼らは使えるものは使おうと考えている。さらにこの問題を見たときに、やは
りオーストラリアが強いと思ったのは、なぜ彼らがそこまでバイオセキュリティに厳しいかと
いうと、彼らは農業で生きている国なのです（図 9）。第 1 次生産を守るということは、外来種
を管理する上で最大の目標になるわけです。そういう意味で、日本の一番の弱さは、外来種管
理を一生懸命したくても、先ほど粟野さんが言ったように食い物を大量に輸入しているわけで
す。その時点で、外来種対策というものがいかに困難か。WTO/SPS などをいちいち振りかけら
れるし、食わなければ生きていけないわけですから、そういう意味では、外来種対策でもこの
ような食料生産、食べ物という部分に関しては、かなり見直す必要があるだろうと思います。
外来種データベースは非常にたくさんあり、簡単に調べただけでもたくさん出てきます。こ
ういったものがリンクしていないことが問題で、しかも、大体どこも予算がなくて、ほとんど
止まってしまっています。その中で、国立環境研究所も侵入生物データベースを持っており、
今も稼働しています。これをさらに発展させ、世界中のあらゆる外来種データベースとリンク
を張って、ポータルサイトとして使えるようにしていきたいと考えています。皆さんもぜひク
リックして、カウント数を上げていただくと、より宣伝効果がありますので、よろしくお願い
いたします。
では、CBD の方は、このポスト 2010 年として外来種対策をどのように考えているか（図 10）。
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CBDの外来種ポスト2010

すが、二つ大きな枠組みがあり、

IPPC

OIE

植物病害虫

野生生物
感染症

これを基本にしていこうという
ことになっているわけです。そ
して、漏れているものをこれか

？

ら CBD としても取り組みましょ
うということなのです。どちら

ペット・餌生物

かというと、外来種の防除、定
着してしまったものをどうやっ
て除去していくかという成功例

Ad Hoc Technical Expert Group Meeting
AHTEG-IAS

が少ないものに関して、きっと
すごいことを考えてくれるだろ
うと思ったら、そうではなく、

図 10

ペットと餌生物について考えよ
うと言い出したのです。これが

環境研究総合推進費

二つの枠組みから漏れているか

外来生物対策プロジェクトの歩み

ら何とかしようということで、
つい先日もスイスのジュネーブ
で外来種の専門家会合があり、

2000

「生物学的侵入による生態影響評価のための
予備的研究」

情報収集、
侵入生物データベースの開始

2001
?
2003

「侵入種による生物多様性影響機構に関する
研究」

セイヨウオオマルハナバチ、
アライグマ、マングースなど
有害な外来生物による
生態系被害の科学的調査

2004
?
2006

「侵入種生態リスクの評価手法と対策に関する
研究」

外来生物法の特定外来生物の
指定根拠となるリスク評価の実施、
外国産クワガタムシ輸入問題を通じて
外来生物問題を普及啓発、
マングース防除柵の施工

2008
?
2010

「非意図的随伴侵入生物の生態リスク評価と
対策に関する研究」

カエルツボカビ、カワヒバリガイ、
アルゼンチンアリ、ダニ等、
目に見えない侵入生物のリスク評価
侵入ルートの解明、
法律の盲点指摘、
「カエルツボカビ・アジア起源説」発表

私も参加してきました。
CBD では、名古屋の COP10 が
終わった後にこういう会議を設
けなくてはならないということ
が、名古屋での目標の中に入っ
ていたのです。いろいろな議論
がなされましたが、今ひとつぴ
んと来ません。こういうことを

図 11

言う前に、国際防疫における巨
大な障壁の問題や、既に侵入して困っているという問題をどう対応するのかということに関し
て、あまり議論が進んでいないという気がしています。

国立環境研究所のポスト 2010 外来種対策
そうしたこと含めて、国立環境研究所としての今後の対応についてご紹介しておきたいと思
います。国立環境研は 2000 年から外来種の研究をスタートさせ、環境省の環境研究総合推進費
を中心としてプロジェクトを立て続けながら、ここ 10 年やってまいりました（図 11）。その都
度、トピックとなる課題を参画研究者とともに出し、外来生物法の設立、その後の評価にも大
きく貢献するとともに、カエルツボカビのようなトピックも紹介して、外来生物問題そのもの
をインスパイアするという意味で、非常に貢献してきたと自負しています。こういったシンポ
ジウムを含めて、あちこちのシンポジウムに行って、このような形で普及啓発をしています（図
12）。おかげさまで外来生物問題の普及啓発は、随分進んだのではないかと思います。生物多様
性の言葉は知らなくても、外来生物という言葉を知っている人の方が割合が高いのではないか
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と思うので、そういうアンケー
トも 1 回取ってみてほしいと思
います。
しかし、ここまで来たけれど
も、この先何をしなければいけ
ないかということで、昨年、私
どもの研究所に天皇陛下が来ら
れたときに、私が説明対応した
のですが、驚いたことに、そこ
にマルハナバチなどは展示して
いなかったのに、いざ「ご質問
は」とお聞きしたときに、天皇
陛下が「北海道のセイヨウマル

図 12

ハナバチも大変なことになって
いますが、あれは何とかなりま

COP10サイドイベント
「見て、聞いて、考えよう！外来種問題」

COP10フォローアップイベント
「みんなで進める外来種対策」

すか」とおっしゃったのです。
私は返す言葉がありませんでし
た。
「どうにもなりません」と言
ってはいけないだろうから、
「は
い、これから頑張ります」とし
か言いようがなかったのです。
そう考えたときに、外来生物法も
できて、特定外来生物を指定して、
こういうものは飼ってはいけな
いという宣伝はじゃんじゃんし

いつまで
続ければ
いいのか・・？
防除効率の低下に
ともなう不安や
モチベーションの低下

地方の声・事業者の声
防除費用が
足りない

防除方法が
分からない

低コストな
防除手法が必要

情報共有が
できていない

やるだけ
無駄なのでは？
意思決定を
支えるシナリオが
ない

ています。しかし、いまだ日本で
は特定外来生物の防除に成功し

図 13

たという事例が一つもないので
す。やはり成功事例を作らないと続かないだろうし、モチベーションももたないでしょう。
実際に、去年行われた COP10 でわれわれは三つのサイドイベントをしまして、その都度たく
さんのお客さんに来ていただいたのですが、そこで集まった方々の中で、実際に防除を担当し
ている方々から出てくる言葉は、こういった不安や不満の声なのです（図 13）
。各地方や各団
体はそれぞれ頑張っていますが、それを支援できているシステムがないために、まさに孤立無
援でやっている。しかも情報がないわけです。そういう状況の中では、とにかく日本という国
で外来種防除にこれから必要なのは、頑張っている事例の中で成功事例をうまく拾い上げ、そ
れをさらに広げて、もう一歩というところをどう後押しするかということだろうと考えます。
そこで、われわれの方では新しいプロジェクトを準備して、特定外来生物を防除するために、
これまではリスク評価やアナウンスまで行ってきたので、今後はどうやって成功事例を作るか
というところに力を入れていきたいと考えています（図 14）。
もう一つ考えているプロジェクトとして、特に注目したいのは、カエルツボカビの問題など
で話題になった目に見えない外来生物の問題はこれからどんどん増えていくということです。
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これは CBD でもかなり議論され
ています。こういった感染症や

目標

寄生生物は、ここ最近非常に増
えているのです。その背景には、

○防除がうまくいっているケースもあれば、失敗したケースもある！

やはりさまざまな環境改変が連
鎖していて、こういうものがど

○成功事例から学び、失敗事例を顧みて、情報共有を図る！

んどん発生しやすくなっている

○新しい防除手法を開発し、「あと一歩」の後押しをする！

という状況があるわけです。さ
らに中国や東南アジアが経済発

○正しい防除戦略を立て、地域住民・国民の意思決定を図る！

展するために、森林を開発した
結果、森に眠っていたさまざま
な病原体も出てくる。こういう
観点からすると、目に見えない

図 14

生物も含めた多様性評価という
ものが必要になります（図 15）。

新興感染症・再興感染症・野生生物感染症

例えば、クワガタとそれに寄

問題なのは病原体・寄生生物自体ではない。

生しているダニ、それぞれの

寄生生物をとりまく
環境の激変

DNA を調べると、お互いに大き
く遺伝的に分化して進化してい
て、しかもそれが 1 対 1 に対応

地球温暖化

森林破壊

しているということは、クワガ
タごとにダニも進化している。
これがホスト・パラサイトの共
進化といわれます。それぞれの

寄生生物の多様性の危機

都市緑化
中国・東南アジアの経済発展

寄生生物にも住みかがあって、そ
れが長年の進化の中で生み出さ

外来生物

○国内の研究強化 ○アジア地域の研究ネットワークの構築 ○情報収集と共有化

れている。まさに共存・共生の中

図 15

でバランスを取って生物多様性
が存在しているということも織り込みながら、今後は外来種管理をしていかなければいけません。
カエルツボカビといわれる、最近問題になった両生類の新興感染症は、日本にも入ってきて
大騒ぎになったのですが、国立環境研究所でよくよく調べて、DNA なども調べると、どうやら
一番古いのはオオサンショウウオについていたようだと分かり、日本に入ってきたのではなく
て、日本のカエルツボカビが世界中に行って悪さをしているらしいというとんでもない仮説を
立てて、今、世界で話題になっています。結局こういった問題も、本来の住みかにあったカエ
ルツボカビを人間が持ち出して、あちこち運んでしまったことで広まっているという現実があ
るわけです（図 16）。こういった人と物の動きに付随して、これからどんどんこういった病原
体の分布拡大も問題になっていくでしょう（図 17）。
さらに、われわれは日本での情報を基に、これから世界のどこでカエルツボカビの被害が出
るかという分布予測もして、そういったものを世界にアピールして警戒を進めていくというこ
とも事業として考えています。こういったプロジェクトも一つの連携の形を取ることで進めて
いきたい。特に国立環境研究所としては、鳥インフルエンザも含めて、野生生物の中にあるウ
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イルスが、いかに人間社会に影

カエルツボカビITS‐DNA系統樹

響するかということも含めて、
これから研究を進めていきたい
と思っています。
先ほど言いましたように、私
自身はダニ学者ですので、ぜひ
ここで大きい声で言いたいのは、
取りあえず生物多様性というと
美しいものしかみんなは注目し
てくれません。しかし、かわい
いアライグマやきれいなお花の
話だけではなく、こういう小さ

両生類新興感染症
カエルツボカビ
日本起源説
(Goka et al. 2009; 2010)
オオサンショウウオには
独自のカエルツボカビ系統が
寄生している。
（Host-Parasite共種分化?）

1902年の標本
からも組織検出！
（Une et al. 未発表）
Goka et al. 2009 Molecular Ecology

いものも含めて、実は生物多様

図 16

性というものがあるのだという
ことを強調しつつ、最後にダニ
のコンピューターグラフィック

世界のカエルツボカビ生息適地マップ
（AUC=0.97）

をお見せします（図 18）。今、
話題になったクワガタの背中に
くっ付いているダニを大きく描
くとこのように見えるのです。
私はこのように大きく描いて、
ダニもかわいいでしょうと宣伝
して回っているのですが、あま
り同意は得られません。ただ、
これはアメリカで記念切手にも
なっていますし、美智子様はこ

Moriguchi et al, in prep.

の絵が大変お気に召されて、こ

図 17

の絵を持って帰っていただきま
した。初めて皇居にダニの絵が
持ち帰られたというのが自慢に
なっておりますので、少し堪能
していただければと思います。
最 後 に な り ま す が 、 alien
species に立ち向かうためには、
まずグローバリゼーションに立
ち向かうことが必要であるとい
うことを述べて、終わりにした
いと思います。ご清聴ありがと
うございました。

Win to Alien Species !
Win to Globalization !
図 18
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7．ユネスコ MAB 計画と野生鳥獣リスク管理
松田 裕之（横浜国立大学 生態リスク COE）
COP10 では「保全と利用の調和を図る」取り組みが強調されました。これはユネスコ「MAB（人間
と生物圏）計画」の理念そのものであり、横浜国大は鈴木学長の下、MAB 計画委員会事務局を置いて
この計画に取り組んできました。COP10 では罰則規定のない自主的取り組みが多用され、それに対す
る批判もあります。しかし、法規制と自主管理は生態系管理の両輪として評価すべきです。COP10
では、人間の生物資源の過剰利用が生態系サービスを損なうという単純な図式の限界が指摘されま
した。日本は輸入の恵みと石油の恵みに依存し、緑は残っています。過疎高齢化が深刻となり、野
生鳥獣に人間が「負け」始めています。乱獲か保護かではなく、自然との「ほどほど」の関係が必
要です。そのために必要なのが、リスクの概念です。本講演では、本学及川敬貴准教授が著した「生
物多様性というロジック：環境法の静かな革命」など G-COE プログラムの成果、本集会で紹介した
内外のさまざまな取り組みとの連携を踏まえ、世界遺産と野生鳥獣問題を例に、日本の人と生物圏
の新たな関係を論じます。

私は講演者の最後に、横浜国大と国立環境研の連携として行っているグローバル COE「アジ
ア視点の国際生態リスクマネジメント」の取り組みの一つとして、ユネスコ MAB（Man and the
Biosphere）計画、実はこれは最初に挨拶いただいた鈴木学長が長年横浜国大を拠点にしてやっ
ていた取り組みです。これの説明と、日本のこれからの野生鳥獣リスクを話したいと思います。
率直に言って、今、日本は人間が野生鳥獣に負け始めているという認識です。これは、先ほど
の生物多様性国家戦略の話から言えば、第 2 の危機の極めて深刻な問題の一つだと思います。
これからどうしていくかということも、われわれは考えていかなければいけないでしょう。

生態リスク COE の取り組み
私の前任者である中西準子さんは、昨年、文化功労者に選ばれました。そのときの受賞理由
を見ますと、
「人の損失余命」は健康への影響ですが、これだけでなく「生物種の絶滅確率」は、
当時九大にいた私が中西さんに 1995 年に出会って以降、取り組んできたことです。これも含め
て、中西さんの受賞理由に書いていただいたということで、この COE としても非常に勇気づけ
られました。先ほどの五箇さんの話ではありませんが、皇族の方は大変勉強しておられました。
中西さんのブログには「リスクトレードオフという言葉が皇族から飛び出したときは、本当に
びっくりしました」とあります。
では、どのようにやっていたかというと、一つは環境影響評価、いわゆるアセスメントのと
ころに絶滅リスクを生かしていきたい。これも実は九大の矢原徹一さんを中心にした植物分類
学会が進めていた植物レッドリストの作り方なのですが、彼らはデータを集めたけれども、リ
スク評価をする手法として私に助言を求められ、これで植物のレッドリストが作られました。
そのときにもう一つ私が考えたことは、せっかくこういうデータベースがあるのだから、こ
れを環境影響評価に使いたいということで、これを使えば定量的にどこで絶滅危惧種の、例え
ば絶滅危惧Ⅱ類の植物をどのぐらい切るのと、Ⅰ類をどのぐらい切ることのどちらの影響が大
きいかということが比較できるようにする。そして、実際に中池見、そして愛知万博の場で、
そういった評価をすることを私たちは試みました。評価はできましたが、残念ながらまだこの
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方法は、環境影響評価の環境省
がオーソライズした方法にはま

多様な価値観を尊重する生物文化多様性

だなっておりません。ぜひやっ
ていただきたいと思います。当
時、リスク評価はまだ日本の環
境政策にはなじまないと確かお
っしゃっていた方がいますが、
もうリスクという言葉はだいぶ
定着したと思います。この間の
アジアカップサッカーでも、ど
うリスクをかけて攻めるかなど
ということが話題になっていま
した。リスクを全部避けていて

6

www.bas.ynu.ac.jp/

図1

は勝てないわけです。
もう一つ、ミレニアム生態系評価に対してわれわれがどういう視点でかかわったかというと、
一つはリスクをゼロにしない「ほどほど」の思想です。何でも度を過ぎるとよくない。完全に
駄目とか、全部いいというのではなくて、もう少しほどほどにやることが大事ではないかと。
それで、このシンポジウムのテーマにもさせていただきましたように利用と保全の調和を図る。
ほどほどにということで、リスクをゼロにしないわけですから、例えば化学物質のリスクと、
生物資源のリスクと、外来種のいろいろなリスクを全部、できるだけ減らせというのではない
ということは、天秤にかけなければいけません。異なるものを天秤にかけるという意味では、
横浜国大には化学物質の専門家と生態学の専門家が両方ともたくさんいますので、こういう割
と小規模な大学で密に連絡を取りながらやれば、答えが出てくると思います。
さらに、今日の話の中ではあまり出てきませんでしたが、実際は法律で規制するだけではな
くて、われわれは法律の管理と自主的取り組みを併せて Co-management といっていますが、こ
れを重視するということを取り組んだわけです。
うちの及川准教授がやっていることですが、生物多様性アジア戦略（図 1）、別に日本戦略の
ようにアジアで統一した戦略があるという意味ではありません。アジアにおける生物多様性の
国家戦略、あるいは地域戦略を集めたこういうサイトを作って、比較検討する。その中で及川
さんは『生物多様性というロジック－環境法の静かな革命』という本を著しました。これは諸
方面で大変好評をいただいていると聞いています。理系と文系を合わせてやるという、先ほど
の湯本さんの地球研の発想をお借りして、そういう方法でわれわれも取り組んでいるというこ
とです。
その中で、一番われわれが注意しているのは、科学者はどこまで意見を言えるのかというこ
とです。COP10 の場に行くと、何か自分たちが正義の味方、聖職者で、自分たちの言うことが
正しいのだと、それを大衆に教えてやるという感じで提案するような発想に見えることがまま
あります。しかし、われわれの考えでは、リスクゼロにしないと言うと、例えばマグロについ
て、5 年で回復させることもできるし、20 年で回復させることもできる。当然「5 年で回復し
ろ」だと、全面禁漁になる。20 年だったら漁業者はかなり楽になるけれども、果たしてうまく
いくかどうかは分からない。どちらが正しいかということは、本当は科学者だけでは決められ
ないという問題があります。
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私たちはこういうキャッチボ

21世紀COE

生態リスク管理の基本手順の提示

ールの仕組みを前の 21 世紀 COE
のときに提案しました（図 2）。
まず、どうしてその管理が必要
なのか社会で合意するために、

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

社会的
合意形成

0. 問題提起

社会

1. 問題点の吟味

2.管理範囲の絞込みと利害関係者の招待
3.協議会･科学委員会などの設置

その目的に従って、その目的を
具体的な目標を決める。その目
標を達成するには、どういうア

9.数値目標の仮設定
10.モニタリング項目の決定
11.制御可能項目・手法の選定

13.リスク管理計画と目標の合意

必要に応
じ改訂

どうすれば達成できるかという

8. 管理の必要性と目的の合意
合意できない
ときは再設定

12.目標達成の実現性の評価

14.管理の実施とモニタリング
15. 管理とモニタリングの継続
16.目的・目標の達成度の評価

松田ら(2006) Rossbergら(2005)

クションプランが必要か考える。

非現実的なら目標の修正

の仕事です。目的を合意する。

科学的
手続き

4.「避けるべき事態」の定義
5. 定量的評価指標の列挙
6. 影響因子の分析とモデル構築
7. 放置した場合のリスク評価

放っておくとどうなるかを徹底
的に調べ上げる。これは科学者

科学者

7

管理計画終了

図2

例えば先ほどの話だったら、マ
グロを 10 年で回復させるには、このぐらいしか捕ってはいけないということは、科学者が決め
られます。それを答申に出すと、やはり 10 年で達成するには漁業者に厳しすぎるとか、甘すぎ
るというような議論が出てきます。これは社会で決めればいいことです。10 年ではなくて 20
年にしてくれと言ったら、われわれは 20 年で計算する。このようなキャッチボールをすること
が、リスクマネジメントでは常に問われているのです。
そこで、知床が 2005 年に世界遺産に登録されたときの例を一つ申し上げます。そのとき環境
省は世界遺産登録に当たって、これは自然遺産の中では日本で 3 番目の世界遺産ですが、科学
委員会というものを今いらしていただいている渡邉綱男さんらが作りました。私はそのメンバ
ーでした。しかし、私は登録のときに仰天しました。なぜかというと、日本政府は、実はびっ
しり定置網があったり、スケトウダラの刺し網漁業があるところを世界遺産に登録しようとし
ているからです。世界遺産登録に当たって漁業協同組合に、遺産登録に伴って新たな規制はな
しということを公文書で約束しているのです。一方、審査に当たった国際自然保護連合は、海
域の保護レベルをさらに高めなさいと言ってきた。最初は全く矛盾に見えました。ここでわれ
われの答えは、法律で規制されるのではなくて、漁民自らが規制を強化すれば、論理的には両
方満たされるということです。
最初にそう言ったときは「何をあほなこと」と言われると思いましたが、実際には本当に羅
臼漁協はスケトウダラの季節禁漁区を拡大し、それによって IUCN から高い評価を受けて、知床
は世界遺産になりました。そういう意味では、やはり科学者の仕事は、何が正しいかというこ
とを聖職者のように言うのではなく、論理的にみんなが満たせる答えを作るということです。
おそらく、知床の漁民も世界遺産登録をしたかったのだと思います。そういう答えを見いだす
のがわれわれの仕事です。その 3 年後、2008 年に、IUCN がもう一度査察に来ました。そのとき
に報告書が出て、そこでわれわれのことを褒めて、
「強い責任感に感銘を受けた」。
「地域コミュ
ニティや関係者のボトムアップアプローチ」というのは、先ほど私が Co-management と言った
ことです。
「科学委員会を通して効果的に科学的知識を応用しているのは、ほかの世界遺産の素
晴らしいモデルだ」とまで言ってくれました。
図 3 の写真がそのときの様子ですが、ここに写っているのが渡邉さんです。視察に来た人は
その隣に座っている人たちです。本当は一番責任を持って説明する方は渡邉さんのはずなので
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すが、渡邉さんは隣にいます。
説明しているこちら側には科学
者がいたのです。普通、科学委
員会というのは助言するだけで、
責任は全部行政が担うはずです。
もちろんここもそうですが、こ
の説明の場に、科学者どころか
漁民まで説明に上がりました。
そういうことを通じて、日本で
は世界遺産がこのように
Co-management できているのだ
というところを示した。環境省

2008/2/21
10:38
2008/2/21 10:45

知床の取り組みを賞賛した
IUCN*(*国際自然保護連合)
（２８）・・・調査団は、特に（知床遺産の）全てのレベルの関

係者が遺産の顕著で普遍的な価値を確実に維持
し、次の世代へとそのままの形で引き継ごうとする
強い責任感に感銘を受けた。・・・また、調査団は、地域
コミュニティや関係者の参画を通したボトムアップ
アプローチによる管理、科学委員会や個々のワーキン
ググループの設置を通して、科学的知識を遺産管理
に効果的に応用していることを賞賛する。これらは、
他の世界自然遺産地域の管理のための素晴らし
いモデルを提示している。
ＩＵＣＮ知床調査報告書9
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/080605.html

がそのように段取りしていただ

図3

いたということは、確かに非常
にいいやり方ではないかと思い

COEメンバーの主な編著書（2007年以後）

ます。このやり方は、ノーベル
経済学賞をもらった Ostrom 博
士 が 初 代 会 長 と な っ た
International Association for
the Study of the Commons とい
う学会によって、去年、世界の
インパクト・ストーリーに選ん
でいただきました。
われわれはさまざまな本を出
版し、湯本さん編の『環境史と
11

は何か』や、先ほどの生物多様
性など、いろいろなものにかか

図4

わらせていただきました（図 4）。
先ほどからの各講演者の話を聞いてお分かりかと思いますが、われわれは実は相互にかなり連
携を保って、いろいろな仕事をしています。これは省庁間の縦割りを、科学者の方がむしろ水
平的に連携を取ってやっているとも言えると思います。

私が見た COP10 の成果と課題
COP10 で何をやったかというと、例えばここは海洋保護区をめぐる議論でした（図 5）。私は
今のところ日本でただ一人の Pew 海洋保全フェローに選ばれているのですが、大体そういう海
洋保全の国際環境組織はみんな反捕鯨主義者です。もともと WWF にいた Susan Liebermann 氏は
反捕鯨で有名ですが、彼女が私に「海洋保護区を増やしたいから、君とは十分妥協できる」と
言ってきてくれました。別に海洋保護区というのは、すべての漁業を否定するものではなくて、
例えばマグロの産卵期に産卵場を保護する。そうすれば、かなり広域に取りますから、そうい
うことでもいいということですので、彼女の誘いに応えることにしました。24 日の集会で司会
をしているのは、あん・まくどなるどさんですが、里海の話はこういう世界的なネットワーク
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の中でインプットするようにや
っていただきました。
中西さんが私の先代だと言い
ましたが、彼女には遠く及びま
せんが、大事なのはぶれない主
張をするということです（図 6）。
何でもかんでもセンセーショナ
ルに言うことではない。先ほど
の五箇さんのセイヨウマルハナ
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生物多様性条約COP10での国際交流
• 保護派と海洋保護区（MPA)に関する
副行事で協同
• 日本の里海・魚付林の取組みを紹介
• COP10決議の里山InitiativeにMAB
(人間と生物圏)との連携を盛り込む

世界の反捕鯨派
Susan Liebermann

元IWC
日本代表団

20日Pew副行事
MPAと大型浮魚

漁協と魚付林
松田スライド
24日CBDS/UNU
副行事Sustainable
Ocean Initiative

26日文科省主催
MAB・ESD

バチの話もありましたが、ころ
っと変わってはやはりまずいわ
13

けです。ほどほどのことを言う
ことが大事です。

図5

私は 2004 年に第 4 回の世界水
産学会議がバンクーバーであっ

水産資源壊滅論の見直し

たとき、日本人で一人、サブセ

①2004年第4回世界水産学会議
（Vancouver）での松田の招待講演

ッションリーダーで呼ばれたの
ですが、
「世界の漁獲量は持続可
能に増産可能」と言いました（図
6）。実は「Can we get more fish?」
までは主催者側が与えてきたタ
イトルだったのです。ほとんど
の人はこれを逆説的に解釈して
講演していましたが、多分二人
だけ真に受けた人がいます。一

• セッションタイトル Can we get more fish? –
reconciling fisheries with conservation
(唯一の日本人Subsession Leader)
• Matsuda H, Abrams PA (2008)の主張
–
–
–
–

世界の漁獲量は持続可能に増産可能である
マグロ食を控え、サンマを食べよう
水揚げ前と食卓での魚の投棄をやめよう
水産資源と漁業を守ろう

ぶれない主張

人は中国人で、養殖すればいい
と言いました。私はそうではな

14

図6

く、上位捕食者を捕るのを控え
て、プランクトン食のサンマのようなものをたくさん捕るなら、まだまだ増産可能と言いまし
た。多分そのように言ったのは私一人です。そういう意味では、世論に流されず、ぶれない主
張をすることが大切です。
「ぶれる主張」というのは、例えば「2048 年までに世界の水産資源が枯渇する？」と、極め
てセンセーショナルに Boris Worm さんは 2006 年に Science 誌に書きました。その後、2008 年
に第 5 回水産学会議が横浜で行われました。そのときに、Pew 財団とは別に、Sloan 財団が助成
する Census of Marine Life（CoML）というグループがあります。彼らもそこから資金を得て
研究していたわけですが、そこの運営委員の一人が、Boris Worm らの主張は少しセンセーショ
ナルすぎる、水産学者は世界中で誰も彼らの主張を受け入れていないという話になり、水産学
者と一緒に共同研究した方がいいと世界水産学会議で演説してくれました。
そして、2009 年に Boris Worm は、「Rebuilding Global Fisheries（世界の漁業は再建され
る）」という論文を同じ「Science」誌に載せました（図 7）。細かい説明はしませんが、図 7 の
グラフで横軸が 1 より低いのは今の資源量が乱獲されて少ないという意味です。ほとんどの資
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源が少ないです。しかし、この
縦軸は何かと言うと、今なお乱
いうことは、減ったけれども
rebuilding であるという資源
が 3 分の 1 ぐらい世界中である。
グラフの左上にある 3 分の 1 の
資源は、減った上でさらに乱獲
されている。これは悪い方です。
グラフの右下にある残り 3 分の
1 は、実はまだたくさんいて、
あまり捕られていないというこ

現在の相対漁獲率（ＭＳＹ＝１）

獲しているのは 1 以上です。と

Rebuilding Global Fisheries
(Worm et al. 2009 Science)
□ 世界の水産資源の約1/3は過
去に乱獲され、今も乱獲されて
いる。
□ ほかの約1/3は過去に乱獲され
たが、現在の漁獲率は制限さ
れ、回復しつつある
□ 残りの1/3は、資源が十分にあ
り、漁獲率が低い。つまり、増
産可能である。
Boris
Worm

水産学者との共著論文
日本の著者とデータはない

現在の相対資源量（MSY＝１）

現在の資源量と漁獲率を166の系群で評価

とです。だから、極端から極端
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図7

へというよりも、もう少しちゃ
んと科学的知見を持って、ある
意味では世論に流されずに、ぶ
れない主張を言う。それで世論
を変えていかなければいけませ
ん。
湯本さんの『環境史とは何か』
に私が書かせていただいたこと
ですが、今、世界ではさまざま
な環境のキーワードがあります
（図 8）。例えばフードマイレー
ジがそうです。先ほどエコロジ

環境問題は、伝統知でより統一的に把握できる
（環境問題の科学知はまだ歴史が浅い）
• 非市場的価値
– External-market value
経済
• 生態系サービス
– Ecosystem services

倫理

• ほどほど

• リスク/ベネフィット
– Risk/benefit
• （自然の）管理責任 キリスト教
– Stewardship
CO2
• フードマイレージ
– Food Mileage
訴訟社会
• 公衆含意
– Public involvement

– prudent
• 自然への畏敬
– Awed by nature
循環社会
• 地産地消
– Closed local economy
共同体
• 話し合い
– Mutual consensus
18

カルフットプリントで、食品が
ものすごくフットプリントが高

• 勿体無い
– Mottainai
• 自然の恵み
– Gift of nature

図8

いとありました。あれはフード
マイレージ、つまり輸入による石油の消費も入っているわけです。そういうものをやめればい
い。
しかし、こういうことを言う前に、もう少し伝統的な知恵で、いろいろな言い方があっただ
ろう。図 8 の右側は長続きしているけれども、左側は 20 年前にあまりなかった概念がほとんど
です。20 年前になかった概念ということは、おそらく 20 年後にこのうちのどれかは消えてい
るでしょう。それよりは、もう少し別の考え方をする。粟野さんの話に「悔い改めなさい」と
いうことも出てきましたので、この議論に結構近かったかと思います。もちろん左側の概念も
必要ですが、そういうことだけではなくて、いろいろな考え方に支えられればいい。先ほどの
MSC（海洋信託協議会）のようなエコラベルがあるわけですが、自然を管理するという考え方だ
けではなくて、やはり自然は人間よりも強いものだという側面があってもいいのではないかと
思います。
そういう意味では、図 9 は名古屋市立大学の赤嶺淳さんという人のスライドを再構成したも
のですが、利用している動物たちを供養しているということを、われわれ日本人はもう少し外
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国に言うべきだと思います。多
分こういうことをしていること
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野生動物を利用し、供養する

は知らないだろうと赤嶺さんは
言っていました。

COP10 とユネスコ MAB 計画
次に MAB 計画の話をします。
MAB とは「人間と生物圏」とい
う意味です。私は知床と屋久島
の世界遺産にかかわっています
が、実は MAB は世界遺産と並ん
20

で 1971 年からスタートしてい
るユネスコの計画です。世界遺

図9

産はどちらかというと手付かず
http://risk.kan.ynu.ac.jp/gcoe/mab.html

の自然を守るのですが、MAB 計
画は人間と生物圏の衝突を緩和
する、回避するような国際的な
取り組みです。この MAB 計画の
設計思想は、日本の国立公園制
度などにも生かされています。
利用と保全の調和を図るという

MABは日本の自然保護区(国立公園、
森林生態系保護地域）の手本

Core
Buffer
Transition

MAB計画の財産の一つは、核心・緩衝・移行地
域というZoningです。これはMAB計画の経験が
生み出した保全と利用の両立を図る知恵です。
屋久島MAB/世界遺産

知床世界遺産

ことです。ある意味では、これ
は SATOYAMA イニシアチブで言
いたいことと、かなり密接にか
かわります。実際に、COP10 の
SATOYAMA イニシアチブの決議
の中にも、MAB 計画と関連を取

□核心地域
□緩衝地帯

23

図 10

ったらよいということが書かれ
ています。
日本の国立公園と MAB 計画がどう似ているかというと、ゾーニングです（図 10）
。本当に手
付かずのコアになるところは厳重に守りながら、その周りにバッファを置いて、そこの人間活
動は少し制限して、コアにあまり影響が及ばないようにするという思想を、ちゃんと日本の国
立公園制度は入れています。これは MAB の少し古い思想です。今の MAB の思想は、実はその外
側にトランジションエリアを設けるべきで、そこはむしろ積極的に自然を利用する。つまり持
続可能な利用をするために、むしろコアがあるのだという考え方を取っています。
世界自然遺産はこれから登録が非常に厳しくなるといわれていますが、この Man and the
Biosphere の登録地は世界中で今どんどん増えています（図 11）。MAB は、世界でここにしかな
い価値を持つとは言わなくてもいいです。持続可能な取り組みがちゃんと行われているという
ことが言えれば、どんどん登録されるということですから、そういう意味では日本の取り組み
に非常によく合うと思います。
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野生鳥獣リスク管理
最後の話題が、野生鳥獣のリ

まだまだ増えるMAB登録地

スク管理です。最初に私は、日
本では人間が自然に負け始めて
いるのではないかと言いました。
これは生物多様性総合評価でも
紹介されていますが、シカの分
布域は、この四半世紀の間に日
本中でどんどん増えていること
が分かります。本当は半世紀前
には、シカはかなり絶滅の恐れ

世界自然遺産の新規登録は厳しくなってきた
MABが増えているのは、世界各地で保全と利用
の両立を図る取り組みが進んでいるから。
MAB計画には登録地の取り組みを世界と学び
あう組織と人と地域の輪がある
24

があり、激減していたわけです。
それが今は増えている。ところ

図 11

が、それを捕る狩猟者の方が減
ってしまっている。自然を守るということは、自然自身を守ることとともに、自然を賢く使う
という文化も守らないとうまくいきません。もちろんその文化が別の文化に代わってもいい。
しかし、それをやるにも、今、担い手がいなくなっているという非常に危機的な状況だという
ことが分かります。
特にリスク管理では、よく「個体数が分からないのでは管理できない。個体数を調べろ」と
言われますが、はっきり言えば個体数の絶対数は分かりません。分からないけれども増えたか
減ったかが分かれば管理はできます。それは国際捕鯨委員会の科学委員会が議論したやり方と
同じですが、順応的管理ということをすればいい。つまり減ってきたら捕るのを控えて、増え
てきたらたくさん捕るということをすれば、それなりにうまくいくとわれわれは言っています。
そういう意味で、捕って減らしたいがエゾシカの数は分からない。エゾシカを大量に捕獲し
ようといったときに、例えばワイルドライフというメーリングリストで、私はほとんど罵倒さ
れました。しかし、そのときに「やはりシカを捕った方がいいのではないか」という意見を出
してくれる人もいました。ちゃんと丁寧に何が必要か、何が問題かということを言えば、意外
と世論は動くものだと思います。ヤクシカもようやく捕るべきだという意見がかなり出てきて、
捕獲も実際に再開されます。これは林野庁の方のご理解が大きかったです。もっと早く理解し
ていただきたかったですが、今からでもいい。他方、今、カワウをたくさん捕れと私は言って
いますが、これはまだまだ反発の方が多いです。トドに関しては、まだ捕る数を増やすべきで
はないと私自身が言っています。なぜならば、トドは国際的な世論を相手にしなければいけな
くて、今の日本のデータの出し方では、とても太刀打ちできません。もう少しデータをちゃん
とそろえてからと言っています。しかし、そのうちこれも変わるでしょう。
そのように、5 年後、10 年後に何を自分が言っているかということも考えた上で、世論はど
こでどういうキーポイントがあれば変わっていくかということも考えながらやっていくことが
大事になります。そういう意味では、多分、最後は自然観の問題になってくると私は思ってい
ます。
捕って減らしたところで分かるということでは、図 12 のジグザグの帯が一般化線形混合モデ
ルという、ある意味では今の統計学で生態学者がみんな最先端でやっていることです。そのエ
ゾシカの生息数の推定値は毎年非常にばらついています。大体、測定精度がこのくらいしかな
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いわけです。われわれは今、個

北海道エゾシカ個体数指数の変遷

体群動態モデルも合わせたベイ
ズ推計という方法を使って、図

捕 っ て 減 らさ
な いと、絶対
数は不確実

12 の滑らかな帯のように推定
しています。多分こちらの方が
今、30 万頭とか、35 万頭という

万
頭

）

数字を出していますが、これは

個
体
数

（

真実に近いだろうと思います。

実は自然増加率を年 20％と仮
定した上での推定値です。自然

年の推定
（Yamamuraら2007、検討会資料2010より改変） 毎
値はばらつく

45
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0

一般化線形混合モデルから個体群動態を
考慮したベイズ推計へ（順応的管理の発展）

雌捕獲数の実績(黒)と減
少に必要な数(赤)
1993

増加率が 20 ではなくて 15 だっ
たら、生息数はもっと増えます。
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点線は信頼幅：GLMMは95%CI、ベイズ推計は68％CI

でも、減らすのに必要な捕獲数

図 12

は変わらないということを今わ
http://risk.kan.ynu.ac.jp/matsuda/2011/110226COE.pdf

れわれは説明しているところで

将来シナリオ（案）

す。
このままでは、多分各地でど
んどん人間活動は縮小していく。
生活基盤、いわゆるインフラの
維持が困難になり、野生鳥獣が
増えていく。それを利用しなが
ら管理するというのは一つの文
化です。利用するということが
大幅にできればかなり解決しま
す。しかし、それには例えば食
品衛生法や銃刀法など、いろい

• このままでは各地で人間活動が縮小し、生活
基盤維持が困難になり、野生鳥獣が増加。シ
カの食害で自然植生衰退･土壌流出する
• それを阻むには、野生鳥獣を利用する文化
の再建。地域を守る担い手が必要
• 自然は「物言わぬ弱者」というより、「人知を
超えた存在」。「自然を守る」→「天罰が下る」
（困るのは、まず人間）

地域の取り組み

利用と保全の調和

ろなものを変えなければいけな

リスク管理
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図 13

い。それを本気でやるかどうか
は、実は世論の理解と縦割りの行政の問題です。それをきちんと示すには、結局は科学者がし
っかり国際的に通用する論文を書いて、その成果を基に訴えていくということが、やはり非常
に大事なことになると思います（図 13）。
ただ、私は国際的なグローバルスタンダードがいつも正しいとは全然思っておりません。私
は WWF の自然保護委員にしていただきましたが、これになった経緯は 2002 年です。そのときに
WWF ジャパンは、今までの捕鯨反対から捕鯨対話宣言を出しました。対話宣言をするには、自
然保護委員の中に私のような人も多分必要だと思っていただいたのだと思います。これも世論、
あるいは組織が変わっていくということです。しかし、その中でわれわれは、今、一体何を訴
えたら、どこまで変わるのかということを考えながら、やっていく必要があるのではないかと
思っています。
ご清聴ありがとうございました。
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■司会
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第 2 部はパネル討論「2020 年目標の実現のための課題」です。パネリストの方に登壇

していただく前に、お二人の方のコメントをいただくことにしております。最初に、環境省自
然環境局長の渡邉綱男様にコメントをいただきます。

コメント
渡邉 綱男（環境省自然環境局長）
今年、小笠原は世界自然遺産の登録を目指して準備してきました。小笠原の価値がどう評価
されるかということと、懸命に取り組んできた外来種対策がどう評価されるかといったところ
がポイントになっています。小笠原は人口約 2400 人の地域ですが、そういった外来種対策も含
めたこの貴重な自然の質の保全管理水準を上げていくことと、この島の地域づくりがどう結び
付けられるか、そのモデルを小
笠原から打ち出すことができる
かということが問われているの
ではないかと思います。
そういった人と自然の共生を
テーマに、昨年 10 月に COP10
を開きました。2 週間の会期で
非常に議論が対立しましたが、
意見の違いを乗り越えて、地球
益に向けて各国が歩み寄って、
最後の最後にまとまった愛知目
標、名古屋議定書について合意
された瞬間でした。日付も回っ

10月30日1時29分
3
COP10最終全体会合ABS名古屋議定書合意の瞬間

て、30 日の午前 1 時 29 分に名

図1

古屋議定書が採択されたところ
です（図 1）。

新戦略計画（愛知目標）
その愛知目標は、今日もたく
さんご紹介いただきました（図
2）。2010 年目標の達成に世界は
失敗したという GBO3 の評価結
果を受けて、では、どのような

1.新戦略計画（愛知目標）
1.新戦略計画（愛知目標）
■長期目標 【Vision】
○「自然と共生する（ Living in harmony with nature） 」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」世界
■短期目標 （2020年）【Mission】
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、
・抵抗力のある生態系と、
・その提供する基本的なサービス
が継続されることを確保。

2010年目標は達成でき
ず

現状（2010年）
2010
2020

新しい世界目標を掲げようかと
いうことを議論して、愛知目標
が合意されました。これは三つ
の構造から成り、長期のビジョ
ンの中には日本の提案も受けて

■20の個別目標を設定
（５）自然生息地の損失を半減以下へ
（９）侵略的外来種の制御・根絶
（10）サンゴ礁など気候変動等の影響を受ける脆
弱な生態系への悪影響の最小化
（11）陸域の17％、海域の10％の保護地域化
等

2030

2040

2050

■2011年からの10年間を
「国連生物多様性の10年」
とすることを提案
国際社会、市民社会が一体となって
生物多様性の損失を抑えるための
重点期間と位置づけ
（2010年5月に提案）
→2010年12月20日に国連で決議4

図2
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1.新戦略計画（愛知目標）
1.新戦略計画（愛知目標）

「自然と共生する」世界という
ことが盛り込まれました。2020
年までのミッションは、できる
だけ早く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。その下に 20 の個別目
標という形になっています（図
3）。この 10 年間が生物多様性に
とって非常に重要な 10 年とい
うことで、日本の NGO と、この
後の西宮さんからの、この 10

■２０の個別目標【Target】
戦略目標Ａ．生物多様性を主流化し、生物多
様性の損失の根本原因に対処。
目標１：生物多様性の価値と行動の認識
目標２：生物多様性の価値を国・地方の計画に
統合、国家勘定・報告制度に組込
目標３：有害な補助金の廃止・改革、正の奨励
措置の策定・適用
目標４：持続可能な生産・消費計画の実施

戦略目標Ｂ．直接的な圧力の減少、持続可能
な利用の促進
目標５：森林を含む自然生息地の損失を半減→
ゼロへ、劣化・分断を 顕著に減少
目標６：水産資源が持続的に漁獲
目標７：農業・養殖業・林業が持続可能に管理
目標８：汚染を有害でない水準へ
目標９：侵略的外来種の制御・根絶
目標10：脆弱な生態系への悪影響の最小化
（2015）

年を国連生物多様性の 10 年に
すべきだという提案を受けて、

戦略目標Ｃ．生態系、種及び遺伝子の多様性
を守り生物多様性の状況を改善
目標11：陸域の17%、海域の10%を保護地
域等へ
目標12：絶滅危惧種の絶滅・減少が防止
目標13：作物・家畜の遺伝子の多様性の維持・
損失の最小化
戦略目標Ｄ．生物多様性及び生態系サービス
からの恩恵の強化
目標14：自然の恵みの提供・回復・保全。
目標15：劣化した生態系の15%以上の回復
を 通じ気候変動緩和・適応に貢献
目標16：ABSに関する名古屋議定書の施行・
運用（2015）
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
目標17：国家戦略の策定・実施（2015）
目標18：伝統的知識の尊重・主流化
目標19：関連知識・科学技術の改善
5
目標20：資金資源を顕著に増加

図3

日本から提案をして、年末 12
月に国連総会で正式に決まりま
した。
20 の目標は大きく五つに分
かれた中身になっていて、一つ
目の目標のグループは、2010 年

２．遺伝資源の取得と利益配分（ＡＢＳ）に関する名古屋議定書
生物多様性条約上の規定
・「各国は、自国の天然資源に対して主権的権利を有する」
・「他の締約国が遺伝資源の取得を容易にするような条件を整えるよう努力」
しかしながら現
状は

・遺伝資源の取得に厳しい規制や不明確な手続きがあり、円滑な利用ができない国もある。
・一部の提供国は、提供国の国内法に違反した遺伝資源の利用が行われていると主張。
※任意のガイドラインは存在（2002年 COP6でボン・ガイドラインを採択。）

目標がうまくいかなかった原因
として、多様性損失の根本原因
にうまく対処できていないこと
が挙げられたことを受け、多様
性を主流化して、社会経済の中

（第15条１項）
（第15条２項）

利用国と提供国それぞれの問題意識
利用国（主に先進国）

提供国（主に途上国）

厳しい規制により円滑な利用ができないのは
問題。

無断で持ち出された遺伝資源の不正利用を
規制できないのは問題。

→確実、明確、透明なアクセス要件を求める。

→法的拘束力ある議定書を求める。

国際的枠組みの目指す方向

に組み込んで根本原因に対処す

①遺伝資源への円滑なアクセスの確保
②開発した医薬品等の人類の福利への貢献
③得られた利益の適切な配分による世界的な生物多様性保全の推進

るというものです。二つ目は、

により、途上国と先進国の両方に利益（win‐win）となる仕組みを目指す。

持続可能ではない自然資源の利

ABS名古屋議定書
として採択。
（2011年２月から
署名手続き開始）
6

図4

用、あるいは外来種、環境汚染
といった直接的な圧力を減らしていくという目標。三つ目は保護地域の設定を含めて、多様性
を守って状況を改善していくという目標。四つ目は生態系サービスの恵みを強化していくこと。
五つ目のグループが国家戦略や科学の強化なども含めた実施能力の強化というように、五つの
グループの下で 20 のターゲットが設定されました。
もう一つの大きな議題が ABS の名古屋議定書作りでした（図 4）。条約ができてから 18 年、
ABS に関する議論が進んできて、ここに来て名古屋議定書がようやくまとまりました。その議
定書の肝は、遺伝資源はその遺伝資源を持っている国が利用のルールを定められる、主権的な
権利を持っているということが条約によって規定されましたが、資源の提供国が作った国内法
のルールを利用国の側がちゃんと遵守する仕組みを設けるというものです。その一方で、提供
国が作る利用のルールは不透明であってはいけない、確実・明確・透明な手続きにしなければ
いけないということも盛り込まれて、名古屋議定書がまとまりました。最終日の 1 日前まで溝
が埋まらない状態が続いてきて、最終日の朝に環境大臣からの議長案が示されて、各国、各地
域、不満はあるけれども、名古屋でまとめたい、だから議長案を受け入れるということで、最
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後の最後にようやく合意に達す
ることができました。

COP10 の成果
科学と政策のインターフェー
スを強化するということで、生
物多様性版の IPCC についても
議論がされ、COP10 でも早く設
立しようという決議が行われて、

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

３．IPBES （生物多様性版IPCC）
（生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム）
【目的】生物多様性に関する科学と政策のつながりを強化し科学を政策に反映させる
■ 国連環境計画（ＵＮＥＰ）の主導により、
生物多様版ＩＰＣＣの設立を検討
■我が国はＩＰＢＥＳ設立を支持、各国へ働きかけ
■２０１０年６月：韓国で開催された第３回政府間
会合において、ＩＰＢＥＳ設立に基本合意
■活動内容・体制
・新たな研究活動は行わないが、科学情報のニーズを特定し、関係団体との対話により、
新たな知見の生成を促進
・世界規模及び地域レベルのアセスメントを実施、政策立案・実施への活用を支援
・能力養成活動への資金支援等の実施
・独立した政府間機関として、１つ又は複数の既存の国連組織により運営

年末国連総会で IPBES（生物多

COP10
第65回国連総会に対し、IPBESの早期設立について検討を奨励する決定を採択

様性版 IPCC）を立ち上げるため
の総会を開くことを UNEP に対

12月20日に第65回国連総会において決議を採択

して求める決議が行われ、今週

7

図5

ナイロビで UNEP の管理理事会
が開かれました（図 5）
。その中
で、2011 年中に IPBES を立ち上
げるための総会を開くことを、
UNEP の事務局長に求めるとい
うことが正式に決まっています。
こうした取り組みに日本として

４．SATOYAMA
イニシアティブ
４．SATOYAMAイニシアティブ
二次的自然環境における自然資源の持続可能な利用・管理の推進

■背景
z 生物多様性を保全していくには
原生的な地域を保全するだけではなく 「里山」のように人の影響を受けて
形成・維持されてきた二次的自然環境の保全や再活性化も同じく重要。
z こうした地域は世界中で見られるが
都市化や産業発展、急激な人口の増加・減少などの理由により、多くの
場所で危機にさらされ、既に失われてしまったところも多い。
」

日本 （東アジア）

強く関与していくことが、とて
も大事ではないかと思います。
さらに、今日のテーマである
「利用と保全の調和」について、
長期ビジョンに入った自然との
共生を実現する上で、原生的な
自然だけではなく人の影響を受

インドネシア （東南アジア）

マラウィ （アフリカ）

ドイツ （ヨーロッパ）

オーストラリア （大洋州）

■目的
自然共生社会の実現を通じ、二次的自然環境における自然資源の持続可能な利用・管理
を推進し、人間の福利向上及び生物多様性条約の目的の達成に資する。
■SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）の発足（2010年10月19日）
■第１回IPSI総会を2011年３月10‐11日に愛知県名古屋市において開催

8

図6

けて形成されてきた二次的な自
然環境も重要なものであり、そこにおける人と自然のバランスを回復させるための取り組みを
国際的に協力してやっていこうというのが SATOYAMA イニシアチブの提案でした（図 6）。COP10
でその活動を推進するための国際パートナーシップが立ち上がって、この 3 月 10～11 日に、1
回目の総会を名古屋大学で開くことになっています。この SATOYAMA イニシアチブの提案を科学
的な面から支えたのが、最初のあんさんの発表にあった里山里海サブ・グローバル・アセスメ
ントでの成果です。
経済的な価値の評価と、その評価された生物多様性の経済的な価値を、社会経済の仕組みの
中に反映させていくことが重要だとして行われた TEEB（生態系と生物多様性の経済学）のプロ
ジェクトについては（図 7）、この後、西宮さんの方からご紹介があると思います。
今回の COP10 で、愛知目標、名古屋議定書、そしていろいろな成果、決議が生み出されたこ
とに加えて、もう一つ特徴として挙げておきたいのは、政府だけではなくて、かなり多様なセ
クターがかかわったということです（図 8）。ビジネス、自治体、NGO、政治家、ユースという
セクターごとにかなり積極的な議論があり、COP10 の議論にインプットする努力がなされたこ
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５．ＴＥＥＢ報告書の概要
５．生態系と生物多様性の経済学

とが挙げられると思います。

（TEEB ：The Economics of Ecosystems and Biodiversity）

そのうち、ビジネスに関する
話では、日本の中でも経済界が
主導して、生物多様性を事業活
動の中で取り組むための民間参
画パートナーシップが COP10 の

日本からのインプット

ＴＥＥＢ チームリーダー
Pavan Sukhdev (UNEP)

Ｄ０（理論）
Ｄ１（政策決定者向け）

UNEP
欧州連合
英国環境・食糧・農村
地域省
ドイツ連邦環境・自然
保護・原子力安全省

Ｄ２（自治体向け）
Ｄ３（ビジネス向け）

Ｄ３： 日本の事業者による事例の一覧を提供。

機会に立ち上がり、450 近くの
民間事業者が国内で参加しまし
た。この国内の参加の輪を広げ
ていくことが大事になりますし、

Ｄ２： 環境経済の政策研究チームによる貢献
地方自治体の生物多様性施策についての日
本の優良事例を提供。
例） 「コウノトリを育むお米」（兵庫県豊岡市）
「地下水涵養による水資源の保護」
（熊本県白川中流域）

Ｄ４（市民向け）

【提言】
① 生態系・生物多様性の価値を経済的に明らかにすることが必要
② 政策立案や様々な意思決定において、生態系・生物多様性の価値を経済社会で反映できる
手法への変更が必要

世界各地域でのビジネスの参画
の動きとどう情報共有していく

世界銀行による国際的な取り組みへ
（国家勘定への取り込み等）

か、グローバルなパートナーシ

図7

9

ップをどう作っていくかという
のが今後の課題になっています。

６．生物多様性民間参画イニシアティブ イメージ
CBD

ブラジル
カナダ

COP10 の意義と今後の対応
そのような COP10 で、条約が
できてずっと議論してきた ABS

海外の
NGO・
経済団体

ＥＵ

ドイツB&B
業界別

・行動指針及び活動内容の情報共有
・NGO、研究機関及び政府機関との連携
・アドバイザリーボード等を通じたパートナーシップ活動内容の向上
・取組の優良事例に対する表彰
国際機関
・国際的な情報共有・経験交流 等

情報提供・連携

生物多様性民間参画パートナーシップ

の議定書がまとまった、温暖化
と同様、政治的なレベルでも課
題になったということで、多様

活動全体の評価・検証

経済団体など

参加事業者

賛同

生物多様性民間参画
パートナーシップ行動指針
※2010年末現在、439企業・団体が参加

賛同

ＮＧＯ、研究機関、
学生団体など
政府機関など

多様性の分野が今後進むべき方

生物多様性民間参画パートナーシップ行動指針
１．自然の恵みに感謝し、自然循環と事業活動との調和を志す
２．生物多様性の危機に対してグローバルな視点を持ち行動する
３．生物多様性に資する行動に自発的かつ着実に取り組む
４．資源循環型経営を推進する
５．生物多様性に学ぶ産業・暮らし・文化の創造を目指す
６．国内外の関係組織との連携・協力に努める
７．生物多様性を育む社会づくりに向け率先して行動する

向を示し、その実現のためには

図8

性にとっては新たな歴史を開い
たのではないかと思います。そ
して、愛知目標によって、生物

アドバイザリー
ボード

10

さまざまなセクターの参画が欠
かせないことが明らかになったという意義があるのではないかと思います。
この COP10 の成果を受けて、さまざまな取り組みを国際的・国内的に進めていく必要がある
と思っています（図 9）
。国家戦略を愛知目標を受けたものに変えていくということがあります
し、具体的なテーマとしては、MPA も含めた保護区域の拡充、種の保存をどう前進させるか。
途上国が愛知目標を達成するための支援として、日本基金や SATOYAMA イニシアチブがあります
し、IPBES に対して日本として貢献していくことが大事になってきます。まずは、名古屋議定
書を早期に発効させなければいけません。それに向けて、日本はどのように国内的に対応して
いくか検討していくことが急がれます。そして、国連生物多様性の 10 年、政府も含めてさまざ
まなセクターが具体的な目標を掲げて活動を加速化させる、CEPA のことも含めて、どういう活
動をしていくかということが大変重要になると思います。
昨年（2010 年）3 月、4 回目の「生物多様性国家戦略 2010」を閣議決定しました（図 10）。
その中で、2020 年、2050 年の目標を掲げて、100 年後のグランドデザインを掲げました。今回
合意された愛知目標を受けて、どういう国家戦略、どういう目標設定をしていけばいいかを考

72

「生物多様性条約

えていくことが、とても大事だ

COP10を踏まえた今後の対応

と思っています。人口が減って

愛知目標

いく中で、日本の都市と農村の
あり方をどう考えたらいいのか。
エコロジカルフットプリントの
話でもあったように、日本の私
たちの暮らしが海外の生物多様
ABS名古屋議定書

性の資源に大きく依存していて、
そのことをどう考えていったら
いいのかということも含めて、
2020 年、2050 年の目標像を描い

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

国連生物多様性の10年

て、その実現のためのロードマ

■生物多様性国家戦略の改定
・保護区域の拡充、海洋保護区、
希少野生動植種の保全など
■国際貢献
・生物多様性日本基金
・SATOYAMAイニシアティブ
・IPBES
■ABS名古屋議定書の早期締結
・国内制度の検討
■ABS名古屋議定書の早期発効
・名古屋議定書実施基金
■国連生物多様性の10年委員会
・多様な主体の参画
・CEPA（広報・教育・普及啓発）

ップを示していくことが、今度

図9

の国家戦略の改定では非常に重
要になると思っています。ぜひ

日本の生物多様性回復イメージ

ここに集まっている皆さんのご
提案や意見も聞きながら、これ

良
い

から 2 年がかりで作業をしてい
ければと思っています。どうぞ
よろしくお願いいたします。ご
清聴ありがとうございました。

生
物
多
様
性
の
状
態

★ 百年後のグランドデザイン
100年先を見据えた生物多様性
から見た国土の目標像
▼ 現状 （2010年）
わが国の生物多様性の
状態は悪化し続けている

★ 中長期目標 （2050年）
生物多様性の状態を
現状以上に豊かなものとする

★ 短期目標 （2020年）
生物多様性の損失を止める
ために2020年までに行う行動

回復

悪化
悪
い

2010年

2020年

2050年

2100年

図 10

司会

渡邉様、ありがとうございました。続きまして地球環境戦略研究機関東京事務所所長代

理の西宮洋様より、コメントをいただきます。

73

横浜国立大学グローバル COE「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」シンポジウム

コメント
西宮 洋（地球環境戦略研究機関東京事務所所長代理）
TEEB の成果
TEEB（The Economics of Ecosystems and Biodiversity）は、2007 年の G8 サミットで決ま
って、そこから活動が始まり、2008 年の COP9 で中間報告を出して、昨年の COP10 で最終報告
書が出されました（図 1）。D0～D3、さらに D4 という広報活動もありますが、1000 ページを超
える大部の報告書が出て、かなり影響を及ぼしているのではないかと思います。特に COP10 の
愛知目標やいろいろな決定にも、いろいろ TEEB のことが入ってきています。
TEEB がどのように重要な、また大きな成果を挙げたかということを、私なりにまとめてみま
した。1 番目が、自然資本主義への転換の促進。資本主義というと違和感を覚える方がいるか
もしれませんが、従来のように大量生産、大量消費、大量廃棄という枯渇型の資源には限界が
あることを前提にして、再生可能な資源をどのように使うのか。特に、今までわれわれが認識
してこなかったけれども、われわれが大きな恵みを受けていた自然をやはり大事にして、そこ
に価値を見い出して、自然の価値を十分に考慮した社会・経済に転換すべきだということを訴
えていたのが、TEEB の一番大きな主張ではなかったかと思います。
その主張の下で、自然の価値を経済的・社会的に認識して、可視化して、それをきちんと社
会的、経済的なメカニズムの上に乗せて管理していくというような方向に進むべく、道を示し
たのではないかと思います。そのためには MRV（Measurable, Reportable, Verifiable）とい
った温暖化対策も参考になっている手法が重要です。GRI（Global Reporting Initiative）で
は、企業活動の報告書の中にどのぐらいエコシステムサービスを使ったのか、また生み出した
のかということも入れていくべきだと TEEB は言っています。それは愛知目標にも入っています。
それから、Green Information、多くの人たちが自然の価値を認め、自然の価値の評価をした上
で、受益者は相応のものを負担する。エコシステムサービスを提供した人は、それなりの評価
を受けて、経済的なものを受け取る。そのようなことをみんなが分かるように、企業も行政も
消費者も分かるようなインフォメーションシステムが必要だということを言っています。
ただ、皆さんご承知のとおり、
自然というのは非常に多種多様
で、地域ごとに異なっています。
それを十把ひとからげに取り扱
いを決めるのは難しいわけです。
認識し、評価するといっても、
難しい問題があります。そこで
TEEB がやったのは、世界 120 の

TEEBの成果
１．自然資本主義への転換の促進（自然の価
値を十分考慮に入れた経済社会の実現）
２．自然の価値を経済的、社会的に認識・可視
化（MRV、GRI、Green Information）

事例を集めてきて、それを報告
書の中に入れています。日本か

３．世界の多様な１２０の事例を紹介

らも九つの事例が入っています。
例えば佐渡のトキの事例、宮城
県の蕪栗沼のガンの事例、これ
は地域の人たちが一生懸命マガ
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４．生物多様性の保全とその持続的利用に関
する政策の提言
図1

「生物多様性条約

ンを守るため、マガンの餌を農

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

生物多様性の主流化

薬で汚さないとか、いろいろな
活動をしています。また、岡市
のコウノトリの話、名古屋市で

自然資本

緑地を作るときに融資の利子を
少し低くするとか、いろいろな
優良事例が TEEB の D2 の Web サ
イトの別表に入っています。失

社会
地域

敗例はなかったのですが、具体
的にこのようにすれば成功する、

経済
産業

実際に現実に起こっていること
で、こういうことを参考にすれ
ば、自分のところでも実際にそ

図2

れが成功するのだという細かい
事例を出してくれています。

生物多様性関連経済社会政策リスト

もう一つ、その報告書の中に
は、生物多様性の保全とその持
続的な利用に関するさまざまな
政策なり、客観的な提言なり、
勧告が入っています。そして、
その生物多様性の主流化も
TEEB が言っているわけですが、
そのことは自然資本と社会と経
済が一体となって、特に自然資
本が生み出すエコシステムサー
ビスを社会、地域、特に地域の

1. No Net Loss
2. 緑の国家勘定（Green National Accounting）
3. 生態系サービスに関する企業報告制度
4. 生態系サービスへの支払い
5. 生物多様性オフセット
6. 自然資本、生態系サービスに係る認証制度
7. 正の税金、課徴金、補助金
８．生物多様性に係る規準等の標準化（MRV）
９. 自然資本への金融強化（投資、融資、保険）
10．Green Info（GPS、GIS等生物多様性保全戦略情
報システム）

方々はこのエコシステムサービ

図3

スを持ったり、提供している。
それから、経済、産業は使っている。その自然資本のストックの部分と社会と経済の間で循環
している生態系サービスをきちんと把握し、それを評価して、みんなが納得できるようにする
ためには、一番分かりやすい金銭的な価値を付けていくべきだというのが TEEB の主張です（図
2）。

生物多様性関連経済社会政策リスト
TEEB の中で拾ってきたことや、COP10 のさまざまなサイドイベントを参考に、2020 年、愛知
目標の最終年ですが、今後 10 年間で実現するのかどうかは別として、いろいろ政策が出てきて
いました（図 3）。
①No Net Loss、これはまだまだ先の話かと思います。
②緑の国家勘定、これは世銀が今年から始めます。幾つかの国で具体的に調査をして、それ
を実現する。ブラジル、インドなども入っています。日本も実は平成 17 年に一度こういうもの
を調査していますが、再び世銀と協調してやります。
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③生態系サービスに関する企業報告制度、これは Global Reporting Initiative がやってい
ますが、つい先週、確かヨーロッパでワークショップなどが開かれています。
④生態系サービスへの支払い。日本では、森林環境税、水源環境税、企業が上流の田んぼに
支払うとか、飲料会社が上流の森林にお金を払うといった事例もたくさんあります。
⑤生物多様性オフセットに関しても、世界でいろいろ事例があり、アメリカ、オーストラリ
ア、ドイツでは制度化されています。日本ではまだ制度化されていませんが、これは環境アセ
スメント制度の中で検討されるのではないかと期待しています。
⑥自然資本、生態系サービスに係る認証制度。漁業、漁獲品、森林、先ほど粟野さんからい
ろいろお話がありましたが、こういう認証制度がこれからも出てくるでしょう。
⑦正の税金、課徴金、補助金。これは生物多様性を守り、なおかつ生態系サービスを豊かに
するための補助金です。例えば農薬や殺虫剤を買うためのマイナスの補助金も実はあるのです
が、それよりもプラスの税金、課徴金、補助金などもこれから検討されると思います。
⑧生物多様性に係る基準等の標準化（MRV）。ISO ではカーボンフットプリント、ウォーター
フットプリントというのが今検討されています。その並びで言うと、粟野さんが言っていたエ
コロジカルフットプリントやバイオダイバーシティ・マネジメント、最近は ISO でマネジメン
トの標準化もしていますので、いろいろなところでもこの標準化が進むのではないかと思って
います。もう一つ粟野さんの話の中で、企業がまず、生産者に動いてもらうのがいいというこ
とだと、サプライチェーンでもどうしていくのか。温暖化や循環型社会ではサプライチェーン
のことをいっていますが、生物多様性の面でもやはりサプライチェーンで企業にしっかりと対
応していただくことも必要ではないかという感じがしています。
⑨自然資本への金融強化。これは例えば国立公園の自然に対して投資をするような仕組みが
あるのではないか。生物多様性を保全したり、持続的な利用をするために融資をしたり、それ
ぞれがリスクをヘッジするために保険をかけるなど、いろいろな金融的な手法もこれから考え
られるのではないかと思っています。
⑩Green Information。衛星を使って生物多様性のストックの部分を測ったり、そのエコシス
テムサービスを定量化したり、いろいろな情報を、特にエコシステムサービスを測り、報告し、
確認する方法というのは、衛星なり、新たな IT とか、いろいろな技術を使って、生物多様性保
全の戦略の中にもこれを生かせるのではないかと思っています。
これらを考えたときに、いろいろな主体がいろいろな分野で分担しなければいけないわけで
すが、むしろそのほかにも、日本政府の「新成長戦略」の中で言われているように、新たなビ
ジネスを生み出すようなことも、これから言われてくるのではないかと思っています。ここで
は 10 個明示しましたが、まだまだいろいろな政策があるかと思います。こういうものについて、
ビジネスの世界、研究者の世界、地方自治体も含めた行政など、さまざまな主体に関心を持っ
てもらって、自然を守りながら、そして豊かな生物多様性、エコシステムサービスを増やして
いくような新たな政策を、これから 2020 年の愛知目標の中で達成していくにはどうしたらいい
のか、まさに始まったばかりではないかと思っています。

今後の展開
2010 年 10 月の COP10 で愛知目標が採択され、このとき TEEB の報告書が出ました。実は先ほ
ど渡邉局長が言っていた UNEP の管理理事会で、UNEP のグリーン・エコノミー・レポートが 2
月 27 日に出ています。この中におそらく生物多様性の保全と持続的な利用というコンテクスト
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の話も相当入っているのではないかと思います。それから、2012 年 6 月にリオ＋20 がおそらく
開催される。そして、2015 年にポスト MDGs。MDGs が終わりますので、この中にもおそらく生
物多様性の保全とか、どのように自然を管理し、最大限にそのエコシステムサービスを出して
いくのか、提供していくのかという手法が、これから TEEB なり、COP10 の愛知目標を受けて、
ずっと議論されていく国際的なスケジュールになっているということも、一つご報告しておき
ます。

司会

ありがとうございました。これからパネル討論に移ります。壇上に上がっていただきま

すのは、ただ今お話をいただきましたお二人の方に加えて、4 名の方です。東北大学大学院の
中静透様、WWF ジャパンの粟野美佳子様、国立環境研究所の五箇公一様、横浜国立大学の松田
裕之です。ここからの司会は、西宮様にお願いいたします。
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目標 12：2020 年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅及び減少が防止され、また特に減少している種に対す
る保全状況の維持や改善が達成される。
目標 13：2020 年までに、社会経済的、文化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
の多様性が維持され、その遺伝資源の流出を最小化し、遺伝子の多様性を保護するための戦略が策定さ
れ、実施される。
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全ての人のための恩恵を強化する。

目標 14：2020 年までに、生態系が水に関連するものを含む基本的なサービスを提供し、人の健康、生活、
福利に貢献し、回復及び保全され、その際には女性、先住民、地域社会、貧困層及び弱者のニーズが考
慮される。
目標 15：2020 年までに、劣化した生態系の少なくとも 15％以上の回復を含む生態系の保全と回復を通
じ、生態系の回復力及び二酸化炭素の貯蔵に対する生物多様性の貢献が強化され、それが気候変動の緩
和と適応及び砂漠化対処に貢献する。
目標 16：2015 年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関す
る名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用される。
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。

目標 17：2020 年までに、各締約国が、効果的で、参加型の改訂生物多様性国家戦略及び行動計画を策定
し、政策手段として採用し、実施している。
目標 18：2020 年までに、生物多様性とその慣習的な持続可能な利用に関連して、先住民と地域社会の伝
統的知識、工夫、慣行が、国内法と関連する国際的義務に従って尊重され、生物多様性条約とその作業
計画及び横断的事項の実施において、先住民と地域社会の完全かつ効果的な参加のもとに、あらゆるレ
ベルで、完全に認識され、主流化される。
目標 19：2020 年までに、生物多様性、その価値や機能、その現状や傾向、その損失の結果に関連する知
識、科学的基礎及び技術が改善され、広く共有され、適用される。
目標 20：少なくとも 2020 年までに、2011 年から 2020 年までの戦略計画の効果的実施のための、全て
の資金源からの、また資金動員戦略における統合、合意されたプロセスに基づく資金資源動員が、現在
のレベルから顕著に増加すべきである。この目標は、締約国により策定、報告される資源のニーズアセ

目標２：遅くとも 2020 年までに、生物多様性の価値が、国と地方の開発・貧困解消のための戦略及び計

画プロセスに統合され、適切な場合には国家勘定、また報告制度に組み込まれている。

目標３：遅くとも 2020 年までに、条約その他の国際的義務に整合し調和するかたちで、国内の社会経済

状況を考慮しつつ、負の影響を最小化又は回避するために生物多様性に有害な奨励措置(補助金を含む)

が廃止され、段階的に廃止され、又は改革され、また、生物多様性の保全及び持続可能な利用のための

正の奨励措置が策定され、適用される。

目標４：遅くとも 2020 年までに、政府、ビジネス及びあらゆるレベルの関係者が、持続可能な生産及び

消費のための計画を達成するための行動を行い、又はそのための計画を実施しており、また自然資源の

利用の影響を生態学的限界の十分安全な範囲内に抑える。

戦略目標Ｂ．生物多様性への直接的な圧力を減少させ、持続可能な利用を促進する。

目標５：2020 年までに、森林を含む自然生息地の損失の速度が少なくとも半減、また可能な場合には零

に近づき、また、それらの生息地の劣化と分断が顕著に減少する。

目標６：2020 年までに、すべての魚類、無脊椎動物の資源と水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ生

態系を基盤とするアプローチを適用して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、回復計画や対

策が枯渇した種に対して実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影響をなくし、資

源、種、生態系への漁業の影響を生態学的な安全の限界の範囲内に抑えられる。

目標７：2020 年までに、農業、養殖業、林業が行われる地域が、生物多様性の保全を確保するよう持続

的に管理される。

目標８：2020 年までに、過剰栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害とならない水準ま

で抑えられる。

目標９：2020 年までに、侵略的外来種とその定着経路が特定され、優先順位付けられ、優先度の高い種

が制御され又は根絶される、また、侵略的外来種の導入又は定着を防止するために定着経路を管理する

ための対策が講じられる。

目標 10：2015 年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系に

ついて、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力を最小化し、その健全性と機能を維持する。

2

より広域の陸上景観又は海洋景観に統合される。

行動を、人々が認識する。

1

良く連結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、

目標１：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

スメントによって変更される必要がある。

物多様性と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な

処する。

目標 11：2020 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％、特に、生

戦略目標Ｃ．生態系、種及び遺伝子の多様性を守ることにより、生物多様性の状況を改善する。

戦略目標Ａ．各政府と各社会において生物多様性を主流化することにより、生物多様性の損失の根本原因に対

CBD 愛知目標（環境省仮訳）
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< 西宮氏 当日配布資料 >
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パネル討論「2020 年目標の実現のための課題」
パネリスト

司
■西宮

会

渡邉 綱男 氏（環境省自然環境局長）
中静
透 氏（東北大学大学院 生態適応 COE）
粟野美佳子氏（ＷＷＦジャパン）
五箇 公一 氏（国立環境研究所 生態リスク COE）
松田 裕之 氏（横浜国立大学 生態リスク COE）
西宮
洋 氏（地球環境戦略研究機関東京事務所所長代理）

再び大役を担うことになりました。よろしくお願いいたします。今日のシンポジウム

は、私どもから見ますと、本当に日本の優れた研究者の方々が集まったフルキャストで、よく
この 2 月下旬の忙しいときにこういう方々が集まったなということで、また非常に中身の濃い
お話をしていただきました。
それぞれの方々にそれぞれの専門分野でお話しいただきましたが、愛知目標には、20 の個別
の目標があります。ある意味で野心的なものが入っていると同時に、ある意味で国際交渉の場
での妥協の産物でもあるのではないかという気がしています。そんなことから考えると、実は
数年前から案を練っていろいろな交渉をして、最終的にまとまった愛知目標というのは、当初
の思いがおそらく氷山の一角、1％や 2％ぐらいのものでしかないと私は見ています。それは国
際交渉ですので、仕方がないとも思います。
この愛知目標に、先ほど粟野さんから、実はフットプリントも入れたかったけれども、どこ
かの国の反対で入れられなかったというお話がありました。そうであれば、この愛知目標はお
そらく最低限守らなければいけない、これに上乗せをしてもいいだろう。そういうことを考え
ると、この愛知目標の中に、実はこんなことも入ってもよかったのではないか、さらにこうい
うものを上乗せしたらいいのではないかということが、おそらくあるのではないかと思います。
そんなことから、今日こちらの方々に一言ずつ、愛知目標の成果・評価というよりも、こんな
ことをもっと入れたいというようなお話をいただければと思います。
■粟野

今、西宮さんが言われたように、これは確かに国際交渉の代物で、私自身この国際交

渉をずっと中に入って聞いていたので、それはすごくよく分かります。ただ、非常に皮肉にも
というか、二律背反的なのですが、同時にこれは生物多様性を主流化させることを目標として
しまっているわけです。生物多様性を主流化するということは、普通の人に分かってもらいた
いということです。国際交渉は普通の人のことを想定しないで文章を決めているのに、目指し
ているのは普通の人に知ってもらうことで、ここが非常に矛盾してしまっているという根本的
な難しさがあります。
何を言いたいかと言うと、環境省が目標の仮訳を出されました。外務省もきれいなリーフレ
ットを作られました。当然、国際交渉の条約文書だから、自分で勝手に創作できないので、そ
のままで出していくわけです。そのときに、普通の人に対してのアナウンスメント効果という
視点が、行政文書だから全く抜けてしまうのです。アナウンスメント効果を考えて読むと、目
標 1 は、「人々が認識する」となっているけれど、知っていればいいのか。「私はこれだけやれ
ばいいのね。大したことやれと言われていない」と読めてしまったりもするのです。難しいの
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は分かっている、これがどうしようもないのは事実なのですが、だとするならば、やはりこれ
から 10 年かけて、生物多様性の 10 年でみんなに知ってもらいますということを、具体的にど
うやっていくのかというところの、翻訳などをどのようにしていくか。
この目標に何を載せるべきだったかとか、これが載っていればよかったということではなく
て、
「本当はもっとこうしてほしい」という思いを、行政言葉ではなくて、アナウンスメント効
果を考えて、語りかけることができるかどうかというところが、実はこの目標が一番政府に突
き付けている話だろうと思います。条約を担当する行政官は、そこまで多分、頭は回っていな
いです。それは私が担当官たちのワークショップに出ていても思いました。2010 年 1 月にロン
ドンで国際ワークショップをやったとき、行政の人ばかりの中で、私一人が NGO なわけです。
それで、この目標 1 の話をすると話が浮くのです。コミュニケーションが分かっていなかった
のです。コミュニケーションを分かっていない人がコミュニケーションの話をしているという、
非常に矛盾を抱えているというところを、まず行政の人は気付くべきだというのが、私が思う
愛知目標の欠けている部分です。
■西宮

最初に聞いて良かったのか悪かったのか非常に悩んでしまいましたが（笑）、松田さん、

愛知目標がもっといい目標になったのではないかという期待とか失望とかがあれば、お願いい
たします。
■松田

私と矢原徹一さん、少し前まで中静さんもそうですが、DIVERSITAS（生物多様性科学

国際共同研究計画）という、IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学技術プ
ラットフォーム）ができていないところで科学者が CBD（生物多様性条約）にインプットする
ような組織がありまして、そこに去年から私は加わったのですが、そこで議論されていたこと
は、SMART というのが目標の基準だということでした。
これは略字で、Scientific（科学的）、Measurable（測定可能）、Ambitious（野心的）、Realistic
（現実的）、Time limited（時間を区切った）ということを掲げたのです。それに則しているか
どうか見ると、やはり、これは九大の矢原さんが言っていたのですが、どうも話していて、彼
らの話と通じなくて浮くことがある。なぜ浮くかというと、多分、彼らはほとんど現場を持っ
ていないのです。つまり、この地域でどう解決したという蓄積やイメージのない人が、まるで
サロンで免罪符を売るように、悔い改めてどうしなさいと言っているような言葉を作っている
のではないかというように聞こえる、それがよくないのではないかということだったのです。
そういう意味では、ある程度、言えることがありました。明らかに非現実的な目標だという
指摘を、私は幾つか言いました。例えば目標 6 の水産資源が持続的に漁獲される。これは最初
は、5 年後までにすべてを持続可能なレベル、最大持続生産量という概念があって、そこまで
持っていくなどという話が出ていて、そんなことを言っても、シロナガスクジラは 1966 年から
ずっと禁漁しているのに全く回復していない。無理なことを言ってはいけない、先ほど
realistic と言ったではないか。だから、それはもう少し現実的な表現に変わりました。
しかし、科学者は一人二つまでしか意見を言うなと言われたので、目標 12
「絶滅危惧種は 2020
年までにその絶滅を妨げる」とありますが、数株しかないような植物が、矢原さんたちが集め
ているデータにたくさんあるわけです。こんなものは、開発をすべて止めて手厚く保護しても、
日本でさえ達成できない。しかし、そこまで私は意見を言えなかったので、この目標は残って
います。

80

「生物多様性条約

利用と保全の調和を考える」報告書 2011 年

そういうした幾つかの問題はありますが、それでも、私は合意してよかったと思いました。
コペンハーゲンの気候変動の方は、どちらかというと決裂で終わったというような報道をされ
ました。愛知目標もほとんど合意していなかったのが、夜中の 3 時ぐらいにカーンと環境大臣
が木槌を鳴らし、合意に至りました。合意した一つの要因は、あまり具体的なことを書き込ま
なかった。一方ではそれが不満だという人もいますが。日本政府、環境省自身は、何とか自分
たちの意見をこう入れ込もうなどとはほとんど思っていなかったと思うのです。何とか合意し
たい、合意すること自体が成果だという意味で、私は最も公平な議長国ではないかと思いまし
た。これは皮肉もあるのですが、それはすごくよかっただろうと。外国人の人はみんな「Japanese
Arrangement is perfect」と言っていました。会場内のもてなしは、ほとんどトラブルも起こ
らない完ぺきなものだった。これも日本的だと思います。そういう意味では、私は日本の良さ
が十分に出たものであると思います。
あとは愛知目標の使い方です。こういう目標があるのだからと言って、それに向かって、少
しでも。どうせやる気のない人とか、小手先でごまかそうという人はほとんど乗ってきません。
しかし、本当にやろうと思う人にとっては、いろいろエンカレッジできる、使える内容が含ま
れていると思います。そういう意味では私は非常に成功だったと思います。
いつも飛行機に乗りますと、JAL の方に乗ると、
「生物多様性」と画面に出してくれるのです。
これを見て、私は変わったなと思うわけです。そういう意味ではいい面も多々あったと思って
おります。
■西宮

ありがとうございました。次は五箇さん、お願いします。私は愛知目標と WTO の関係

が分かっていなかったのですが、今日、理解できました。ありがとうございました。よろしく
お願いします。
■五箇

実際、専門の外来種一つ見ても、問題はやはりグローバリゼーションで、それに逆行

するのがローカリゼーションなのです。そういう観点から見ても、例えばこの 20 ある愛知ター
ゲットですが、生物多様性条約自体、世界最大級の条約なのです。193 もの国と団体が入って
いる条約で、それをおしなべて最大公約数としてできているのが、目標 20 なのです。だから、
考えてみると、それで足りないだの何だのと言っている時点で無理があって、問題はやはり先
ほど松田さんも言ったように、まずこういうものができたということを各国がちゃんと持ち帰
って、それぞれの国でどうするかという独自性の方がむしろ問われている。
だから、外来種問題なども全部そうだと思うのです。さんざん僕も自分のスライドの中で言
いましたが、肝心なところは、やはりローカルを守るべきはローカルな人たちであって、世界
が言っているからとか、CBD が言っているからとか、それを錦の御旗にすること自体、本当の
意味ではあまりいいことではないのではないか。それぞれに地域ごとに個性を持ち、固有性が
あるので、それをどう守るかという議論が必要ですから、あくまでも方向性を示すことが大事
なのではないかという気はします。
そういう意味では、愛知ターゲットの中にそういったニュアンスがあった方がいいのではな
いか。ここにやはり、今、西宮さんがおっしゃったとおり、本来バックグラウンドに最大級に
立ちはだかっているのが WTO や OECD なので、その存在をほとんど無視して COP10 は流れている
わけです。何も言われないで、そこの会議中に出ていても、本当はそっちの方が気になって、
みんなそわそわしているはずなのに、何も言わないというのは、そこをむしろ何か表沙汰にで
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きるぐらい、CBD そのものも正義の味方ぶってくれた方がいいのかなという気はしています。
■西宮

ありがとうございました。では、中静先生。

■中静

皆さんがおっしゃることで大体尽きているような気もするのですが、僕自身はやはり

五箇さんが指摘された問題や、粟野さんが指摘された問題のように、国際間の問題をもう少し
はっきり指標として述べられてもよかったという思いがあります。普通の人や、参加が一番期
待されている企業の方なども含めて、生態系サービスのやりとりをしている結果として、いろ
いろなものが変化してきているわけですから、その規制をどこでやるかということは、やはり
大きい問題です。そのことを考えるときにフットプリントが指標として入るなり、粟野さんが
説明されたようなシステムが入るなりすれば、もう少し前進があったのかなという気はします。
いずれにしても国際間の問題は、五箇さんが言われたような WTO の難しさもあって、避けてい
たのだろうなという思いはあるのです。そこの部分はもう少し頑張ってもらいたいなと思いま
す。
それから、分かりにくさですが、これはやはりしょうがないのかなというところも少しあり
ます。私も COP10 が終わってから、COP10 で何が決まったか話してくださいと、一般の人に何
度か言われて、かみくだいて話してあげると分かってもらえるのですが、公式文書では難しい。
それは本当に環境省の方も少し頑張っていただいて、いろいろなところで話をしていただくべ
きではないかと思いました。
■西宮

渡邉局長、いろいろご意見がありましたが。

■渡邉

COP10 でこの愛知目標が合意されたのですが、COP10 の場では愛知目標と、先ほどご紹

介した名古屋議定書と、それから、特に途上国が資金が足りない。その資金をどう確保するか、
そのための資金動員戦略。三つ非常に対立した議題になって、三つパッケージだと。名古屋議
定書がまとまらなければ、愛知目標も合意できないという主張の中での議論でした。そういう
意味では、愛知目標だけまとまればいいという対応はできず、すべての議題について同時に合
意を目指したという展開でした。
愛知目標の前身である 2010 年目標は、2002 年の COP6 で合意されました。そのときの会議で
は、「Life on the Line

崖っぷちのいきものたち」というキャッチフレーズで、生物多様性の

損失速度に顕著なブレーキをかけるという世界目標が合意されました。でも、それがうまくい
かなかったことを受けて、COP10 で新しい世界目標を立てることになり、2010 年の 1 月に日本
提案を出しました。これはパブリックコメントの中でいろいろな人から意見をもらいました。
そういうものも加味して日本提案を出したのですが、そのとき COP10 のテーマは「人と自然の
共生」ということで、そういう考え方をぜひこの目標の中にもビジョンとして入れたい。その
心は非常に原生的なところだけでなくて、国土全体、海も含めて自然の質を上げていく、ある
いは人と自然のバランスを回復していく、地球全体を回復していくということにつなげたい。
そのためにはいろいろなセクターが具体的な行動を起こすことにつながるような目標にしなけ
ればいけない。そして、環境省だけではなくて、開発あるいは経済政策にかかわる行政分野が、
このことを内部に取り込んでいくような目標につながらなければいけないということで、日本
提案を出して、十分ではないと思いますが、そういう考え方は、2010 年目標に比べれば、新し
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い世界目標の中にはだいぶ入ったのではないかと感じています。
肝心なのは、これをどう生かしていくかということなので、先ほど申し上げた日本の生物多
様性国家戦略を作る中で、では、この愛知目標を受けて、日本の人と自然のバランスが回復す
る、国土全体にわたって回復するための新しい戦略における目標をどうするか。そういったこ
とをぜひ考えていくことが大事ではないかと思います。
さらに、生物全体、国土全体の戦略目標と併せて大事なのは、地域レベルの戦略なり目標が
大変重要で、地域の自治体が作っていく地域戦略、これも今 12 の自治体が作り終えましたが、
数十の自治体が地域戦略づくりを進めつつあります。この地域レベルの戦略なり目標の中に、
愛知目標というものをどう地域が取り込んでいくかというところが、現場で具体的な取り組み
の前進という意味では、非常に大事なテーマになるのではないかと考えています。
■西宮

ありがとうございました。各方々から愛知目標を作り上げるまでの苦労話、さらに愛

知目標に対して、こうあった方がよかったのではないかというお話も伺いました。おそらく会
場の方々もいろいろな思いがあったり、期待もあるかと思います。ここで、会場の皆さま方か
ら質問を承りたいと思います。
■Ｑ１

長野県環境保全研究所に勤務しております、須賀丈と申します。今、まさに渡邉さん

がおっしゃいました、愛知ターゲットをどのように地域戦略の中で生かしていくかというテー
マに関連して、私は今、長野県の地域戦略づくりにかかわっているのですが、県庁内で話をす
ると、特に目標 A というのは、県庁のいろいろな部局の人たちにかなりインパクトがあります。
補助金の問題などが書かれていますので、自分たちにもかかわりのあるテーマなのだというこ
とは、すぐに分かっていただける手応えは感じています。
そこで気になるのは、国の施策と地域戦略の中で、愛知ターゲットの各項目をどのように連
携してやっていくのかというところではないかと感じています。例えば五箇さんがおっしゃっ
たように、外来種の問題に関しても、貿易の問題が非常に絡んでいます。また、粟野さんがお
っしゃったエコロジカルフットプリントの問題は、松田さんがおっしゃった里山から人が撤退
しているという問題と、経済構造の表裏の関係です。そうすると、第 2 の危機の問題とエコロ
ジカルフットプリントへの対応をリンクさせて考えると、対応策としては地産地消とか、認証
ラベルだとか、いろいろな形で共通の対応策になってくるわけです。そのようなことは、説明
すると皆さん、県庁内の人も市民活動の方もすぐ分かってくださいます。そういう意味では、
生物多様性の重要な問題への対応は、説明はそんなに難しくないような気が私はしています。
ただ、地域戦略の中で、例えば里山の再生に取り組もうとするときに、国際貿易の問題など
国の政策との連携がうまくできていないと、有効な対策を地域レベルでも取りにくいと思うの
で、その辺の連携をしっかりと進めていく必要があると思います。この点について、登壇され
ている皆さんでお考えなり、アイデアがありましたら、お聞かせください。
■粟野

今日発表した資料には入れなかったのですが、エコロジカルフットプリントを考える

ときに、もう一つあるのはバイオキャパシティの問題です。日本のバイオキャパシティは下が
っていて、どこが下がっているかというと、耕作地なのです。休耕田は、耕作地から除外され
るからです。つまり、放棄された農地の問題をどうするのか。エコロジカルフットプリントを
下げることも大事ですが、同時にバイオキャパシティをどう上げるかということも、常に大事
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なことです。里山イニシアチブは国際的なものですが、今、国の政策とおっしゃった意味では、
やはり国としてバイオキャパシティを、特に低減している耕作地のバイオキャパシティをどう
上げていくのか。そこにやはり地域がどのようにかかわってくるのか。それが里地の再生とも
つながってくるという考え方は、もちろん重要ではないかと思います。
ただ、地域戦略の話に関して言うと、地方の現場で活躍している同僚が先日説明会に行って
きた雰囲気だと、
「どこまでやる気があるのかな」と感じる部分があって、ぽろっと言っていた
のが、「ひとえに環境省から出向する課長の熱意によるかもね」。そうすると、本省から地方の
環境事務所にお出でになる方々とかが、どれだけ頑張ってその県の担当者なりをたきつけて、
「一緒にやろうよ」と思ってくれるかという、すごく泥くさい人的な部分も私は今後の推進の
要になっているのではないかという印象を持っています。
■渡邉

人と熱意が本当に一番大事だというのは、僕の強い思いです。先ほどのお話ですが、

COP10 のときに自治体の行動計画が決議で採択されています。その中で、各自治体が地域戦略
策定を進めようということが書いてあるのと同時に、やはり地域の戦略と国レベルの戦略の連
携が大事だということで、国が国家戦略を作るときに、地域の自治体の積極的な参加を求める
ということも、行動計画の中に書いてあります。おそらく国家戦略の方も地域戦略の方も、こ
れから作業が進んでいく中で、地域から出てくる課題を受け止め、全国的な議論から出てくる
課題を地域にまた提供していくということで、相互に議論を伝え合って作業を進めていくこと
がとても大事ではないかと思います。
■中静

今言われたことは、やはり国際的な貿易の問題が絡んでいる問題だと思うのです。農

家の方が一生懸命安全性の高い、生物多様性に配慮した農業をしようと思っても、結局、国際
競争力を失ってしまっているというのが現状なので、それをどうするかということを解決しな
い限り、農家の方や林業をやっている方にインセンティブが働かないというのが現実の問題だ
と思うのです。そういう問題に対して生物多様性からいろいろなことが言えるかどうかが、政
府の中で生物多様性が主流化しているか、していないかの目安なのだと僕は思っています。そ
ういう意味では、何とか農水や経産も含めて、そういう安全性の高い農林水産業を広げてほし
いと思います。それを大規模農家に期待するのか、小規模農家に期待するのかというのは、ま
たこれは結構難しい問題ではあるとは思います。そういうことも含めて、きちんと議論された
上でやっていかれるというのが、求められている整合性という問題だと僕は思います。
■松田

その意味では、県の政策を決めるときには常に国の人を呼んで、インプットしていく

ということが大事だと思います。それが環境省だけだと、今のお話のように、必ずしもうまく
いかないという点があると思います。今、農水も生物多様性戦略、農業の問題を作っていて、
あん・まくどなるどさんはその委員をやっているそうですが、そのように研究者同士が連携し
て、それぞれの委員会に呼ばれているときに、似たようなことを言ってインプットしていけば、
だいぶ変わっていくと思います。国交省も非常に重要なキーパーソンで、多分これから鳥イン
フルエンザなどがあれば、厚生労働省も重要なキーパーソンになると思います。
WTO などに絡めた方がいいというお話がありましたが、それは無理だと思うのです。むしろ、
WTO よりも生物多様性条約の愛知目標にのっとって、こういうことをするのだとはっきり言っ
て、WTO の場で戦っていく。そうすれば、世界中の環境団体が付いてくると思うのです。WTO
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の会議などは、国際的な環境団体が詰め掛けていっているので、自由貿易と言っていながら、
下手をすれば日本だけでなく世界中の環境団体を敵に回しかねないという側面がいくらでもあ
るわけです。その辺はうまく使いながらやっていく。
率直に申し上げて、今の農水省で「私たちも生物多様性をやっています」などと言って水田
の話などいろいろしているのですが、農水省はもっと指針を持ってくれていいのです。WTO の
場で有利に働かせるために、環境問題や愛知目標にのっとって何をやるのかということをもっ
と明確に言ってくれた方が、むしろ日本の自然は守れると思います。そういうことが足りない
と、私は強く不満を持っています。
■五箇

須賀さんが今聞きたかったのはやはり、先ほど僕も、コメントにあったように、世界

がこう言っているからとか、国がこう言っているからということを、いかに地方で利用するか
ということだと思うのです。だから、いいように使っていただくというのが一番いいのではな
いかと思います。要するに批判すべきところは批判し、使えそうなところは使って、うまくや
っていくということです。一番肝腎なのは地方の自然、地方の文化、地方の社会をよく知って、
そこを愛する精神を育むことからまず始めることだと僕は思っています。ローカリゼーション
とはそういうことでしょう。グローバリゼーションと戦うという姿勢を示しつつ、地方を愛す
るということを潮流にしていただければと思っています。だから、とにかくうまく使ってほし
いと思います。
それと、松田さんのご意見にあったように、WTO はとにかく大きいですが、よくよく見ると、
みんながそれで得をするわけではなくて、生物多様性もそうですが、どこかが何か引っ掛かり
がある。某 USA という国がいるのかいないのかとか、そういうところがすごく引っ掛かって、
よくよく冷静に見ると、実は一極集中的なものがあるので、そういうことに対する不平不満を
盛り上げていって戦う姿勢が必要です。そういう姿勢は、日本国内では極めて希薄だと思うの
です。WTO の会議も COP10 と一緒で、ここでやったらすごく平穏に終わるのではないかという
気がします。それでは駄目で、COP10 はよしとしても、せめてそこは頑張らなくてはいけない
ので、そこのモチベーションやインセンティブを上げていくことも、ぜひ地方レベルからして
いただきたい。地方を生き残らせるためには、こんなものは駄目だというような姿勢もどこか
で示せるようにしていただければと思います。
■Ｑ２

今日はありがとうございました。生物多様性条約市民ネットワークという、市民の立

場で今回参加させていただいております。開発と食事が生物多様性にインパクトを与えるとい
うお話に、インパクトを受けました。生物多様性条約市民ネットワークは NGO として、COP10
を受け入れたのですが、3 月に解散します。そのときに市民版の愛知目標という形で伝えられ
るように、市民の方たちに愛知目標をこんなふうに理解してくれというようなことを出して伝
えていけたらと思っています。今回の皆さんに、市民に頼む愛知目標に向かったワンアクショ
ン、何をすべきで、どう測ったらいいかというところを、一つずつで構わないのですが、例え
ば市民が愛知目標を達成するとしたら、あるいは伝えるとしたら、こんなことを言ってみたら
どうかというところをお聞かせ願えたらと思います。
■松田

市民の支えがあったからこそ合意した、愛知目標だと思っています。市民にも二つの

顔があります。一つは消費者の顔、もう一つは企業の顔だと思います。どちらも大事です。私
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は今のところ消費者の顔としては、エコロジカルフットプリントは非常によくできている。絶
滅危惧種そのものは救えないけれども、環境への負荷を減らす意味では、単なるカーボンフッ
トプリントよりもずっといい。日本の食料のエコロジカルフットプリントが高かったですが、
あれだって輸入しているから、フードマイレージはいっぱいあるわけです。そういうものを減
らすという取り組みは、消費者の側からどんどんやる意味では、私はエコロジカルフットプリ
ントを非常に多用していただきたいと思います。
一方、企業の側から見ると、使ってみたけれども、あまり使えないという声が結構聞こえて
きます。これはなぜかというと、やはり生産者、企業側の立場に立った仕様にまだあまりなっ
ていない。だから、例えば急に界面活性剤を減らしたと言っても、ほとんど反映されないなど、
いろいろなことが出てきます。そういうものは多分、われわれ科学者の役目で、いろいろな指
標を作ろうと思います。ですから、ぜひ科学者に不満をぶつけていただきたい。われわれは環
境にいいと思ってこういうことをやっているのに、どうしてそれが例えばこの目標の中に反映
されていないのか、その指標にどうして反映されていないのかというものがあれば教えてくだ
さい。はっきり言って私も全然現場を知らないので、現場を知っている方の意見を聞いてコミ
ュニケーションが成り立って、初めてできると思っていますので、よろしくお願いします。
■中静

僕は具体的というか、ちょっと変わった話をするかもしれません。生物多様性の問題

というと、皆さん絶滅危惧種だとか、希少な生物がどうのこうのという話をするのですが、市
民レベルでもっと理解をすすめたいことの一つが、地域の独特の野菜を育てたりとか、地域独
特のものをどんどん育てていくことです。地産地消というと何かすごくストイックな響きがあ
るのですが、そうではなくて地域独特の産物を育てるというのが、僕は生物多様性という観点
からも重要だと思っています。それは実は愛知目標にも書いてあるのです。目標 13 が野生近縁
種の遺伝的多様性や、作物、家畜の多様性を高めるというようなことで、地域で非常にやって
ほしいことの一つです。
■粟野

発表の中で「悔い改めよ」と言ったのはさておき、しかも立場的に NGO なので、つら

さはよく分かるのですが、すごくアプローチ的なお話を申し上げます。愛知目標をどこまで細
かく説明するかは別として、
「愛知目標で掲げられていることが達成できれば、あなたの生活が
幸せになる」という言い方の方がいいと思うのです。規制的な言い方は耳をふさぐので、逆に
これをやらないと豊かになれない、あるいは、あなたの生活自体が続かないのだよという言い
方を裏返して、こういうことが 2020 年に実現していると、あなたの生活はこんなふうになって
いるという夢を見せる方が、多分耳を傾けてはくれると思います。私が先ほどああいう言い方
をしたのは、セミナーという場だからです。
でも、もう一つ申し上げると、
「ベネフィットを提示しろ」ということです。
「Call to Action
をそのまま言うな」なのです。「こういう行動を取ってくれ」と、そのまま言ってはいけない。
これをあなたがやると、なぜあなたにとっていいのかということを前面に押し出して言えとい
うようにたたき込まれるので、一般的に私は「悔い改めよ」とは言いません。
「こういうふうに
しないと、あなたの生活は続かない。だから必要なのです。あなたの生活のために必要なので
す」というアプローチで、いろいろなメッセージを組み立てられるのがいいのではないかと思
います。
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ありがとうございました。時間がそろそろ迫ってまいりました。今日、この分野で本

当に第一線の素晴らしい研究者の方々、関係の方々に来ていただきましてありがとうございま
す。主催の方々には心から敬服します。私は特段締めはいたしませんが、今日は本当に中身が
非常に濃いシンポジウムだったと思います。最後にすべての研究者、NGO、地方自治体、大学な
どとのつながりの中心に位置している環境省の渡邉局長に、一言だけお願いします。
■渡邉

二つほど申し上げたいと思いますが、中静さんから発表していただいた JBO（日本の

生物多様性の総合評価）の中で、転換点（ティッピングポイント）が迫ってきている恐れがあ
る。シカの問題、河床低下の問題、島における外来種の問題は、おそらくこれから 10 年が大事
で、転換点を超えてしまっては元に戻れない。それを避けるために急いで力を入れてやらなけ
ればいけない課題をできるだけしっかり導き出して、それに対して取り組みを進めていくこと
が非常に大事で、生態系の回復力を高めるという対応が必要になってくると思います。国土環
境の悪化という傾向を回復に転じさせるために、どこから急いで手を打つべきかということを
しっかり把握して、肝心なところは環境省だけではなくあらゆる関係省庁が動くということに、
ぜひ持っていきたいと考えています。
今日のテーマは「利用と保全の調和」と、まさに人と自然の共生という愛知目標で掲げたビ
ジョンでもあると思います。この利用と保全の調和に対して、ぜひ日本からモデルを、そして、
日本のそれぞれの地域が懸命に取り組んでいるところから、やはり世界に訴えるモデルが出て
くるのではないかと私は思っています。松田先生に紹介していただきましたが、知床で一つは
科学委員会という科学的なアプローチと、地域の関係者が参加して、漁業者も参加して、観光
関係者も参加して、ボトムアップの共同管理を、科学的アプローチとボトムアップのアプロー
チを何とかつなげようとしているチャレンジが今も続いています。そういった利用と保全の調
和に向けて、日本の各地域からモデルを世界に示していけるような取り組みを、ぜひ皆さんと
一緒に作っていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがと
うございました。
■西宮

どうも皆さま、ありがとうございました。

■司会

パネリストの皆さま、司会の西宮様、どうもありがとうございました。閉会に当たり、

国立環境研究所理事の安岡善文様から閉会のご挨拶をいただきます。

87

横浜国立大学グローバル COE「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」シンポジウム

閉会挨拶
安岡 善文（国立環境研究所理事）
今日は年度末、また週末のお忙しいときに、このシンポジウムに参加していただいて、どう
もありがとうございます。国立環境研究所は、横浜国大の中にグローバル COE 連携大学院講座
を持っていて、そこで一緒に研究をさせていただいております。今回のシンポジウムは、その
グローバル COE のプログラムの一つとして開かれたものです。
この会での発表を聞いていて、やはりなかなか難しい問題だと思いました。今年の 4 月から
の次期の科学技術基本計画は、課題解決という方向にかじを切りました。これまでの 5 年 3 期、
15 年、課題の重点化ということで、さまざまな学問分野を強化するということでやってきたわ
けですが、それではどうも重要な問題は解決しないということで、課題解決にかじを切ったわ
けです。しかし、その課題解決はそんなに簡単ではありません。
ただ、今日一つキーワードがあったのは、やはり国際、学際、業際、最後には省際の言葉も
出て、省を超えるということも出てまいりましたが、さまざまな際を超えなければいけないと
いうことが出てきたと思います。際を超えるためには、その際の両側でモデルがどう違うか、
規範がどう違うかをお互いに認識しないといけません。お互いの違いを知った上で、それをつ
ながないといけません。
もともと「際（きわ）
」という日本語は、超えられないもの、超えてはいけないものを意味し
ます。引き際とか、瀬戸際、土俵際など、それを超えるととんでもないことが起きるという意
味で使われてきました。しかし、最近では「際（さい）」という言葉に換えて、超えなければい
けないものという意味で使うようになりました。われわれ、さまざまな業種を超えて、学問分
野を超えて、国の壁を越えて、多様性の減少を防ぐということをやっていただかなければいけ
ないだろうと思います。特に今も話が出ました転換点、この際は越えないようにする、死に際
は越えないようにする。これをみんなで一緒になってやっていきたいと思います。
今日は半日でしたが、非常に楽しい会でした。参加していただいた方々も、ここからさまざ
まなものを学び、一緒に課題解決に向けて努力していただきたいと思います。どうもありがと
うございました。

■司会

安岡様、どうもありがとうございました。本当に長時間のご聴講ありがとうございま

した。最後にいま一度、本日の講演者の皆さまに盛大な拍手をお願いいたします。これにて本
日の会議を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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アンケートの集計結果
１．アンケート集計結果の概要
アンケート用紙を講演要旨集とともに配布したところ、シンポジウム参加者のうち 51 名の方
から回答をいただきました。今後のシンポジウム企画、運営に役立てるべく、その結果を集計
しました。アンケートの項目ごとに集計結果を記載しましたが、概要を以下に記しました。
なお、会場が狭く、ご参加いただいた皆さまに机（テーブル）を用意できなかったため、シ
ンポジウム中のメモ記載およびアンケートのご記入（特にご意見の記入）に、大変ご不便をお
かけしましたことをお詫び申し上げます。そのため判読が難しいご記載もあり、すべてのご意
見等を正確に記載できておりませんこと、ご了承ください。
Ａ．ご回答いただいた方の年齢と性別
年代別では、働き盛りの「30 歳代」が約 30％と最も多い割合を占めました。土曜日の開催で
あることが寄与したと考えます。性別は「男性」が約 80％で、これは参加申し込みされた人の
性別の割合とほぼ同様でした。
Ｂ．シンポジウム開催情報を得た場所（複数回答可）
「各種メーリングリスト」が 25 名と、突出して多く、特に「JECONET」で知った人（15 名）
の多さが目立ちました。次いで「ホームページ」
（8 名）、
「EIC ネット」
（6 名）と、インターネ
ットで入手された人が続きました。一方、「ビラ（フライヤー）、ポスター」で知った人はわず
か 2 名と、ほとんど配布の意味がないという結果でした。
Ｃ．回答者の居住地
開催地が東京・神田ということもあり、「東京 23 区」（11 名、22％）および「都内」（6 名）
が合わせて 17 名（33％）と、全体の 1/3 を占め、次いで「神奈川県」
（横浜市 11 名、横浜以外
5 名）が 31％、さらに他の関東圏からの参加が続きました。遠くは島根、京都、奈良, 新潟、
長野の各県からもご参加いただきました。
Ｄ．参加しやすい曜日と時間帯（複数回答可）
今回の開催が土曜日の午後ということで、その時間帯に参加しやすい人が回答者という影響
もあるでしょうが、
「土曜日」
（15 名）、
「休日（土、日、祝日）」
（26 名）であり、また、時間帯
は「午後」が 34 名と、圧倒的に休日の午後が参加しやすいというご回答でした。一般の皆様へ
の研究成果の還元ということでは、一般の皆様が参加しやすい曜日と時間帯の選択が必須であ
ることを、一層強く認識いたしました。
Ｅ．どのようなご感想をお持ちですか？（複数回答可）
「新しい知見を得ることができた」（29 名）、「今後とも生物多様性問題に関心を持とうと思
った」（20 名）、「生物多様性条約関連の問題を良く理解できた」（13 名）に対し、「分かりにく
かった」は 3 名と少なく、生物多様性の理解を深めていただく良い機会を提供できたと考えら
れます。
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Ｆ．特にご興味を持たれた講演（複数回答可）
「外来種問題に対する国際的取組み」が 24 名と、特に大きな興味を引きました。
Ｇ．その他、ご感想、ご意見等
「とても勉強になった」、「このシンポジウムの内容を出版されてはいかがでしょうか」等、
好意的なご感想、ご意見を多数いただきました。有難うございました。
一方、今後のシンポジウム運営等に有益なご意見の代表的なものとしては、
・概論が多すぎた感があります。いくつかの講演ではもっと具体的に踏み込んで、取り組み
や手法の紹介（課題も含めて）があっても良かったのではないか。
・「パネル討論」の討論時間が充分でなく、「消化不良だった」
・ローカルレベルでの取り組みに焦点を合わせた企画も開催してほしい。
・里山里海のセクターに琉球弧が入っていないことに納得がいかない。
・もう少し詳細/親切な配布資料が欲しかった。
・机のある会場で聞きたかった。
などでした（項目Ｇの部分に主要なご意見を羅列しました）。
今回、シンポジウムの報告書を作成したのは、
「資料がほしい」、
「出版しては」というご意見
にもよっています。また、最初に申しました通り、机が用意できなかったため、判読が困難な
ご意見もあり、正確に記録できていない部分もあること、また、目的が今後のシンポジウムの
企画・運営に資することにありますので、その趣旨と合わない部分は一部掲載できておりませ
んことを、あらかじめお断りさせていただきます。

２．アンケート集計結果

☆☆☆

アンケート

☆☆☆

横浜国立大学・国立環境研究所グローバル COE プログラム
「アジア視点の国際生態リスクマネジメント」
シンポジウム「生物多様性条約

利用と保全の調和を考える」（2011 年 2 月 26 日開催）

本日はシンポジウムに参加いただき、ありがとうございました。企画や運営に関する皆さま
のご意見をおうかがいし、今後に役立てたいと思います。つきましては、お手数ですが下記の
アンケートにご回答いただきたくご協力をお願い申し上げます。
Ａ．回答いただく方の年齢と性別をお答え下さい。
１．年

齢：①20 歳代

7名

②30 歳代

15 名

③40 歳代

7名

④50 歳代

9名

⑤60 歳代

10 名

⑥70 歳以上
２．性
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別：①男性

3名
39 名

「生物多様性条約

②女性

8名

記載なし

4名
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Ｂ．このシンポジウム開催を何でお知りになられましたか？（複数回答可）
①ホームページ

8 名（横浜国大、国環研、国連大学等）

②EIC ネット

6名

③メーリングリスト

25 名（リスト名：Jeconet

15 名、その他 8 リストで計 10 名）

④ビラ、ポスター

2名

⑤知人

5名

⑥その他

6 名（ニュースレター、学会誌の行事案内、職場の同僚等）

Ｃ．どちらからお越しいただきましたか？
①東京 23 区

11 名

②都内（23 区以外）
③横浜市

6名
11 名

④神奈川県（横浜市を除く）

5名

⑤関東圏

10 名（千葉、茨城県

⑥その他

8 名（新潟、長野県

各 4、静岡、埼玉県

各 1）

各 2、奈良、京都、島根、他県

各 1）

Ｄ．参加しやすい曜日と時間帯をお聞かせ下さい。（複数回答可）
１．曜

日：①土
②土、日、祝日

15 名
26 名

③月～金

5名

④いつでも良い

8名

２．時間帯：①午前

4名

②午後

34 名

③夜

3名

④いつでも良い

8名

未記入

8名

Ｅ．シンポジウムをお聞きになり、どのようなご感想をお持ちですか？（複数回答可）
①生物多様性条約関連の問題を良く理解できた

13 名

②新しい知見を得ることができた

29 名

③今後とも生物多様性問題に関心を持とうと思った

20 名

④難しい用語が多くて分かり難かった

3 名（但し、個人差が大きい）

⑤感想は特にない

0名

⑥その他

3名

（取り組みが進展していることが理解できた。詳しい事を知らないので、本の紹介をお願い
したい等）
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Ｆ．特にご興味を持たれた講演名をお書きください。（上位 4 件を記載しました。複数回答有）
・外来種問題に対する国際的取組み

24 名

・日本列島の環境史から学ぶー地球研分野横断型プロジェクトから

16 名

・ユネスコ MAB 計画と野生鳥獣リスク管理

14 名

・エコロジカルフットプリントから見た愛知目標～日本に求められる取組み
（その他

9名

15）

Ｇ．その他、ご感想、ご意見、ご希望等ありましたら，ご自由にお書きください。
●生物多様性の現在の状況が切実に伝わり、とても勉強になりました。
また、これから私達が何をしなければならないか、どのように動かなければいけないか、考
えさせられました。
●各方面から多様な発表があり、大変興味深く拝聴できました。
2000 年以降の経過を今後とも定期的にシンポジウムなどを通して考えていきたいと思いま
した。今後ともこのようなセミナーを期待します。
●生物多様性どうしたらいいかわからない、というようなネガティブな話ではなく、日本の強
みとなる面もあるということが感じられる発表があり、興味深い話を聞けました。
●刺激的な内容もあり、有意義な時間だった。生態学と社会の接点、生物多様性の保全対策に
生態学が果たす役割や科学者の役割についての話が印象に残った、頭の活性化につながる実
り多いシンポでした。
●刺激的であった。
●今回のシンポジウムは大変参考になりました。どうもありがとうございます。
●とても勉強になりました。またよろしくお願いします。
●内容の濃い大変勉強になるシンポジウムでした。
●生物多様性にも WTO の存在があることにおどろいた。
●愛知目標の意味がよく分かった。
●外来種の問題への包括的な取り組みに関心があります。
●東洋的な調和、共働、複雑なものを複雑なまま受け入れる。きっちり管理でなく、ゆったり
とざっくり制御する。そういう思想が大切だと思う。皆そう思っているのではないか。
●科学者による成果を政策にどう活かしていくか、政策立案者と科学者との対話がもっと質、
量ともに必要だと思います。
●ローカルレベルでの取り組みに焦点を合わせた企画も開催してほしい。
●里山里海のセクターに琉球弧が入っていないことに納得がいかない。
・観光来訪者は殆ど知ることが無いが約 100 万人の人口の住む那覇広域圏の目の前の海（那
覇空港前面、キャンプキンザー前面）では、現在においても漁業者では無く、一般市民が
「イザリ漁」という漁業を行い「おかず」を採取する生活をしている。
・本エリアとは全く異なるパターンの里山里海の利用が息づく重要なセクターであり、環境
史の観点からも見落とせない地域である。追加検討が必要と考える。
●概論が多すぎた感があります。いくつかの講演ではもっと具体的に踏み込んで、取り組みや
手法の紹介（課題も含めて）があっても良かったのではないか。
●環境省以外の行政がいても面白かった。
●環境保全や生物多様性保全向上には NGO や市民グループの活動や役割がこれから有効であろ
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う。しかし日本は小さな NGO がバラバラに活動している気がする。横国大プロジェクトがそ
れら NGO etc を結びつけネットワーク化することをイメージし、シンポジウムの形で提供で
きないだろうか。
●企業は如何にあるべきか、もう少し話題があるとよかった。全体としては大変興味深くお話
を聞くことができた。ありがとうございました。
●生物多様性関連の日本の「顔」となる研究者の方がほぼ定着してきた感があります。そのよ
うな中で、どのようなビジョンをもって将来の「顔」となりうる人材育成をすすめているの
かについても広く紹介し、かつ若手にチャンスを与えていかれると、より一層素晴らしいと
感じました。
●パネルディスカッションがとても消化不良。
●パネル討論の時間はもっともっとあった方が良い。
（時間の制約があるのなら）最初の 2 人の
プレゼンは不要か。
●PD（パネル討論）の時間がもう少しあれば良かった。議論が尖鋭化、熱を帯びる様な局面が
あればと思う。
●考える会であり、結果報告は減らしてもパネルに時間をシフトするか、話を聞いて、考えさ
せられましょう、といった感じがよいのでは。
●このシンポジウムの内容を出版されてはいかがでしょうか？
●もう少し詳細/親切な配布資料が欲しかった（Power Point のコピーで可）
●講演のレジメが欲しい。無理なら講演に近い内容の文献紹介（リクエスト）。今後のため検討
いただきたい。
●もう少し詳しい資料を付けて頂いた方が理解しやすい。
●配布資料（パワーポイント資料）と机があるとよかった。
●今日の資料を HP でもらえないだろうか。
●ネット上で構わないので、講演資料を入手できる様にしてほしい。
●HP 募集状況とか、経過の更新をお願いします。
●大きな机のある会場で聞きたかった。
以上
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講演者等プロフィール

横浜国立大学
学長

鈴木 邦雄

＜略 歴＞
平成 13 年 横浜国立大学大学院環境情報研究院長
平成 18 年 横浜国立大学理事（副学長）
平成 21 年 横浜国立大学学長（現在に至る）
＜最近の公的活動＞
自然環境復元学会 会長（2008～）、日本マングローブ学会副会長（2005～）
、
日本ユネスコ国内委員会委員（2009～）、山梨県環境影響評価等技術審査会委
員（1996～）
、
（財）神奈川科学技術アカデミー評議員（1998～）
、
（財）地球環
境戦略研究機関 評議員（2007～）
＜専門＞
生態学、植物社会学、熱帯生態学、環境マネジメント論

横浜国立大学大学院
環境情報研究院教授、
グローバル COE 拠点リーダー

松田 裕之

国際連合大学高等研究所
いしかわ・かなざわ
オペレーティング・ユニット所長

1957 年福岡県生まれ。1980 年京都大学理学部卒業、1985 年に同大学院生物物
理学専攻博士課程卒業（理学博士）
、1985 年日本医科大学、1989 年水産庁中央
水産研究所、1993 年九州大学理学部、1996 年東京大学海洋研究所、2003 年横
浜国立大学大学院教授、現在に至る。主な訳書に『つきあい方の科学』（HBJ
出版局/ミネルヴァ書房）
、著書に『死の科学』（共著、光文社）
『「共生」とは
何か』
（現代書館）、
『環境生態学序説』
（共立出版）
、『ゼロからわかる生態学』
（共立出版）など。専門は生態学、環境リスク学、数理生物学、水産資源学。

カナダ出身。ブリティッシュ・コロンビア大学東洋学部日本語科卒業。現職は
他に、上智大学非常勤講師、全国環境保全型農業推進会議委員（農林水産省）
、
（社）全国漁港漁場協会理事、
（財）地球・人間環境フォーラム客員研究員な
ども務める。著書に『原日本人挽歌』
『環境歴史学入門』
（清水弘文堂書房）な
ど多数。

あん・まくどなるど

九州大学大学院
理学研究院教授、
保全生態 COE 拠点リーダー

矢原 徹一
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1983 年京都大学理学博士、日本生態学会、日本進化学会、種生物学会の会長
を歴任、生物多様性科学国際共同研究計画（DIVERSITAS）コアプロジェクト
bioGENESIS co-chair、九州大学東京大学共同 COE「自然共生社会を拓くアジ
ア生態保全学」代表として、アジア地域における生物多様性の保全と評価に取
り組む。
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九州大学大学院
理学研究院特任助教、
保全生態 COE
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2006 年ブリティッシュコロンビア大学 Ph.D、2009 年より九州大学東京大学 COE
スタッフとして、生物の分布域動態について集団遺伝学的観点から取り組む、
bioGENESIS Science Officer.

三村 真紀子

総合地球環境学研究所教授、
多様性プログラム主幹

湯本 貴和

東北大学
生命科学研究科教授、
生態適応 GCOE 拠点リーダー

中静 透

WWF ジャパン自然保護室
生物多様性条約担当

粟野 美佳子

1959 年徳島県生まれ。1982 年京都大学理学部卒業、1987 年に同大学院植物学
専攻博士課程卒業（理学博士）
、1989 年神戸大学教養部助手、1992 年神戸大学
理学部講師、1994 年京都大学生態学研究センター助教授、2003 年総合地球環
境学研究所教授、現在に至る。主な著書に『屋久島—巨木と水の島の生態学』
（講談社）
『熱帯雨林』
（岩波書店）、編著に『世界遺産をシカが喰う』
（文一総
合出版）、
『食卓から地球環境がみえる』（昭和堂）など。専門は生態学、地球
環境学。

1956 年、新潟県生まれ。理学博士（大阪市立大学）。森林総合研究所主任研究
官、国際農林水産業研究センター主任研究官、京都大学生態学研究センター教
授、総合地球環境学研究所教授をへて東北大学生命科学研究科教授（現職）。
専門は森林生態学、生物多様性科学で、森林の動態と更新、森林の持続的管理
と生物多様性などを研究。主な著書に、 “Diversity and Interaction in a
Temperate Forest Community. Ogawa Forest Reserve of Japan, ”
Springer-Verlag（共編、共著）
、「森のスケッチ（東海大学出版会）
」など。

早稲田大学大学院政治学研究科修了（国際政治専攻）。1990 年より WWF ジャパ
ン職員。パンダマークのライセンス事業や、チャリティイベント・募金キャン
ペーンなど、活動資金の調達業務を皮切りに、CO2 減量大作戦やグリーン電力
推進イベント・中高生向け環境作文コンクールなど、ライフスタイルに関する
企画も手がける。生物多様性条約第 10 回締約国会議に向け、2009 年 7 月より
生物多様性条約担当につき、主にポスト 2010 戦略計画（現愛知目標）と資金
メカニズム問題を担当。条約に限らず、ビジネスと生物多様性の問題について
も講演等提言活動を行っている。
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国立環境研究所
主席研究員、
生態リスク COE

1965 年富山県生まれ。1988 年京都大学農学部卒業、1990 年京都大学大学院昆
虫学専攻修士課程修了、1990 年宇部興産株式会社農薬研究部、1996 年京都大
学博士号（論文博士）取得（農学）1996 年国立環境研究所、現在に至る。主
な著書に『クワガタムシが語る生物多様性』
（単著）
、
『リスク学事典』
（共著）
、
『ダニの生物学』
（共著）
、
『いきものがたり』
（共著）など。専門はダニ学、生
態学、集団遺伝学。

五箇 公一

環境省自然環境局長

渡邉 綱男

財団法人地球環境戦略
研究機関（IGES）
東京事務所所長代理

西宮 洋

国立環境研究所
理事

安岡 善文
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1956 年生まれ。1978 年環境庁入庁。2002 年の「新・生物多様性国家戦略」づ
くりを担当。その後、東北海道地区自然保護事務所長となり、釧路湿原の自然
再生や知床世界遺産登録に向けた取組を進める。自然環境計画課長、自然環境
担当審議官を経て 1 月より現職。2010 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された
生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）に向けては、生物多様性条約 COP10
準備事務局共同事務局長を務めた。生物多様性条約 COP10 の成果を踏まえ国内
外の生物多様性に関する政策の展開にあたる。

1956 年生まれ。1978 年環境庁入庁、1979 年阿寒国立公園管理官、他 2 国立公
園管理官を経て 1986 年外務省国連局社会協力課課長補佐、1989 年環境庁自然
保護局野生生物課鳥獣保護専門官、1992 年外務省在ブラジル一等書記官、1995
年環境庁自然保護局企画調整課課長補佐、1997 年山陽四国地区自然保護事務
所次長、1999 年 JICA カンボジア環境省大臣顧問、2001 年環境省総合環境政策
局民間活動支援室長、2002 年環境省東北地区自然保護事務所長、2005 年 UNEP
アジア太平洋地域事務所次長を経て、2008 年財団法人地球環境戦略研究機関
（IGES）東京事務所所長代理。

1947 年 10 月生まれ。1970 年東京大学工学部計数工学科卒業、1975 年東京大
学大学院博士課程修了（計数工学専攻、工学博士）。同年環境庁国立公害研究
所（現国立環境研究所）入所、環境情報部、総合解析部等を経て、1996 年よ
り地球環境研究センター総括研究管理官。1998 年より東京大学生産技術研究
所教授。2007 年より独立行政法人国立環境研究所理事、東京大学名誉教授。
日本写真測量学会、
計測自動制御学会、
環境科学会、
米国電気電子工学会
（IEEE）
等の会員。2002-2004 年日本リモートセンシング学会会長。
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環境情報研究院教授、
生態リスクCOE 拠点サブリーダー

金子 信博
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1959 年長崎県生まれ、1981 年京都大学農学部卒業、1985 年同大学大学院農学
研究科中退、同年島根大学農学部助手、1988 年京都大学大学院農学研究科農
学博士、1990 年島根大学農学部助教授、1994 年鳥取大学大学院農学研究科（併
任）
、1998 年横浜国立大学環境科学研究センター助教授、2001 年同大学大学院
環境情報研究院教授、現在に至る。主な訳書に『国連ミレニアムエコシステム
評価—生態系サービスと人類の将来』（共訳）
（オーム社）、
『生物多様な星の作
り方—生態学からみた地球システム』
（東海大学出版会）
、著書に、
『土壌生態学
入門—土壌動物の多様性と生態系機能』
（東海大学出版会、
『土壌動物学への招
待—採集からデータ解析まで—』
（編著）
（東海大学出版会）など。専門は、土壌
生態学。
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あとがき
2010 年 10 月、生物多様性条約締約国会議（COP10）が名古屋で開催され、まだ余韻さめやら
ぬ 2011 年 2 月、約 150 名という多数の皆さまのご参加を得て本シンポジウム「生物多様性条約
利用と保全の調和を考える」を開催しました。
シンポジウム開催の 2 週間後、未曾有の大災害である東日本大震災が起こりました。東日本
大震災で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復
興をお祈り申し上げます。
以前開催したシンポジウム（2008 年 12 月）で「今後どのようなシンポジウムの開催を期待
するか」というアンケートを行った際、
「生物多様性」がもっとも多くのご希望を集めたテーマ
でもありました。
今回、アンケートで多くの皆さまから「もう少し詳細/な配布資料が欲しかった」、「HP で講
演資料を公開してほしい」、「このシンポジウムの内容を出版されてはいかがでしょうか？」等
のご意見をいただいたこともあり、講演およびパネル討論の内容を収載する報告書としてまと
めたものです。アンケートにもありましたが、
「生物多様性関連の日本の「顔」とも云える研究
者、NGO、行政」が一堂に会してのシンポジウムであり、日本の生物多様性の今後の保全を考え
る上で有益な参考資料としてご利用いただければと思います。
最後に、シンポジウム開催および本報告書の編集にあたって、講師およびパネリストの諸先
生方、また、講演要旨集を作成いただいた大野フェローや運営スタッフはじめ多くの皆さまに
惜しみないご協力をいただきました。記して厚く御礼申し上げます。
平成 23 年（2011 年）5 月 30 日
横浜国立大学グローバル COE
茂岡 忠義（コーディネータ）

運営スタッフ（横浜国立大学大学院 環境情報研究院）
フ ェ ロ ー 、 ポ ス ド ク 研 究 員：大野 勝弘、伊藤 弘明、若松 伸彦
大 学 院 博 士 後 期 課 程 学 生：川口 達也、太田 藍乃、斎藤 昌幸、谷地 俊二、廿楽 法、弘中 豊、
北川 涼、三浦 季子
事
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局：関口 美穂子、来海 麻衣

