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生物多様性とは
生物多様性とは

生物多様性の危機

生物多様性条約

生物多様性に対する日本国政府の取り組み

　生物多様性とは、生きものの豊かな個性とつながりのこと。地球上には、森、里、川、海などの自然の中に、
それぞれの環境に適応して進化した 3,000 万種ともいわれる「多様な」個性を持つ生きものがいて、お互いにつ
ながりあい、支えあって生きています。
　生物多様性条約は、この「多様な個性のつながり」を①生態系の多様性、②種の多様性、③遺伝子の多様
性の３つのレベルに分類しています。

　地球上では、生物多様性は様々な危機にさらされています。過去にも自然現象等の影響により、大量絶滅が
起きていますが、現在は人間活動による影響が主な要因と言われています。種の絶滅速度は、ここ数 100 年で、
およそ1,000 倍に加速し、毎年約４万種が絶滅していると推定されています。
　現在、わが国の生物多様性の危機として、4 つの要因、①開発・乱獲等人間活動による生態系の破壊、種の減少・
絶滅、②里地里山など人間の働きかけの縮小による影響、③外来種の持ち込みや化学物質の排出などによる生
態系の撹乱、④地球温暖化による影響（海面温度の上昇によるサンゴの白化等）が挙げられています。

　生物多様性条約は、1992 年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットで採択されました。日本を含
む 193 の国・地域（2012 年１月末現在）が加盟しており、国連気候変動枠組条約と並び、環境関連の双子の
条約といわれ、1993 年に発効しています。
　条約の３つの目的は、①生物多様性の保全、②その構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生
ずる利益の公正かつ衡平な配分です。
　2010 年には、愛知・名古屋で生物多様性条約第 10 回締約国会議（CBD COP10）が開催され、「愛知目標」

「名古屋議定書」などが採択されました。

1993 年 日本が生物多様性条約締結 
1995 年 生物多様性国家戦略策定
2002 年 新・生物多様性国家戦略策定
2007 年 第３次生物多様性国家戦略策定 
2008 年 生物多様性基本法成立 
2009 年 環境省が生物多様性民間参画ガイドライン公表
2010 年 生物多様性国家戦略 2010 策定
 CBD　COP10 開催

①生態系の多様性 ②種の多様性 ③遺伝子の多様性

森、里、川、海などの様々な自然があります。 動物、鳥、魚、植物など、様々な種があります。 同じ種でも、形や模様、生態などに多様
な個性があります。

参考文献　ミレニアム生態系評価
 環境省「生物多様性条約　COP10 の成果と愛知目標」（2011 年）
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事業活動に関連する生態系サービス
生態系サービスとは

生態系サービスと事業活動との関連

　生態系サービスとは、生物多様性が人間の活動にもたらす恵みのことで、供給、調整、文化的、基盤の４つ
があります。この中で、特に事業活動が関連するのは、供給、調整、文化的の３つと考えられます。

　企業が社会に提供する製品・商品の原材料には、生態系
から得られる、農産物、水産物、木材、ゴムなど様々な生
物由来の資源が多く見られ、生態系が我々にこれらの資源
を与えることを「供給サービス」と呼んでいます。
　医薬品などが植物由来の原材料や微生物を利用している
ことも普段あまり気づかない「供給サービス」です。

　森林があることで気候が安定したり、洪水が起こりにくく
なったり、水が浄化されたりします。森林などのこのような
機能を「調整サービス」と呼んでいます。
　したがって、生物に由来する資源を採取し、原材料として
利用する企業だけが生物多様性に関連があるのではありませ
ん。例えば、二酸化炭素の排出による温暖化への影響、化
学物質の排出による水や土壌への影響、また、工場立地や
大規模店舗建設による土地への影響等様々な面で、事業活
動は「調整サービス」に影響を与えています。

　世界の中で、地域ごとに異なる自然があり、その自然と一
体となって、地域ごとに異なる文化が育まれています。これ
らは、地域ごとに異なる生物多様性に依存しておりこれを「文
化的サービス」と呼んでいます。
　観光産業の資源である自然景観や伝統文化に触れる機会
があるのは、「文化的サービス」があるからと言えます。

　企業が社会に提供する製品・商品の原材料には、生態系

①供給サービス

　世界の中で、地域ごとに異なる自然があり、その自然と一

③文化的サービス

　森林があることで気候が安定したり、洪水が起こりにくく

②調整サービス

※「基盤サービス」とは、光合成による酸素の供給や土壌の形成、栄養循環などを言い、「供給」、「調整」、「文化的」の３つのサービ
スを支えています。
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COP10で採択されたこと
愛知目標
愛知目標とは

愛知目標の内容

愛知目標に関連する世界の動き

　COP10 では、生物多様性に関連する 2011 年以降の新たな目標として、「新戦略計画」と個別目標としての「愛知目標」
が採択されました。この愛知目標は、生物多様性全体にかかわるものです。端的には、「生物多様性の損失の脅威を軽減す
るために、2020 年までに生息域の減少速度を半減または、可能な限りにおいてはゼロにする」という目標が明記されました。
　愛知目標は、生物多様性条約全体の取り組みを進めるための大枠となる目標です。今後、各国が、より具体的な国別目
標を設定し、生物多様性戦略の中に組み込んでいくことが求められています。わが国は、愛知目標を踏まえて 2012 年度
中を目途に生物多様性国家戦略の改定を進めていく方針です。

The Consumer Goods Forum による森林破壊に関する宣言
　米ウォルマート、米コカ・コーラ、米ジョンソン & ジョンソン、仏カルフール、スイス・ネスレなど世界の流通・消費財メーカー
400 社が参加する The Consumer Goods Forum が、ＣＯＰ10 閉幕から１ヶ月後の 2010 年 11月末に「2020 年までに
農園などの開発による森林破壊を事実上ゼロにする」と共同で宣言しました。愛知目標は 2020 年までに持続可能な生産・
消費を求めており、この流れが世界に広がれば、日本企業にとっても新規の森林開発に影響が及ぶ可能性があります。

出典　CONSUMER GOODS INDUSTRY ANNOUNCES INITIATIVES ON CLIMATE PROTECTION（2010）

出典　生物多様性条約公式ウェブサイトより名古屋商工会議所が抜粋

新戦略計画の内容
①ヴィジョン（長期目標）　～「自然と共生する」世界の実現～

　生物多様性の評価・保全・回復と、賢明な利用により、生態系サービスを含む健全な地球が維持され、すべての人々
に不可欠な恩恵が与えられる世界。

②ミッション（短期目標）　～効果的かつ緊急な行動を起こすこと～
　生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急な行動を起こすことで、2020 年までに回復力のある生態系と、そ
こから得られる恩恵が継続されることを確保し、そして、生命の多様性を確保するとともに人類の豊かな暮らし、貧困解
消に貢献することをねらいとしています。
　そのためには、「生物多様性への圧力（損失原因）の軽減・生態系の回復・生物資源の持続可能な利用」、「遺伝資源
の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」、「適切な資金・能力の促進」、「生物多様性の課題と価値が広く認知され、
行動につながること」、「効果的な政策実施、予防的アプローチと科学に基づく意思決定」が必要とされ、以下のような
５つの戦略目標と 20 の個別目標が定められました。

戦略目標 個別目標 内容 目標年

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
原因に対処する。

1 人々が生物多様性の価値と行動を認識する。 2020
2 生物多様性の価値が国と地方の計画に統合され、適切な場合に国家勘定、報告制度に組み込まれる。 2020
3 生物多様性に有害な補助金を含む奨励措置が廃止、または改革され、正の奨励措置が策定・提供される。 2020
4 すべての関係者が持続可能な生産・消費のための計画を実施する。 2020

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。

5 森林等自然生息地の損失が少なくとも半減、可能な場合はゼロに近づき、劣化・分断が顕著に減少する。 2020
6 水産資源が持続的に利用される。 2020
7 農業・養殖業・林業が持続可能に管理される。 2020
8 汚染が有害でない水準まで抑えられる。 2020
9 侵略的外来種が制御され、根絶される。 2020
10 サンゴ礁など気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱な生態系への悪影響を最小化する。 2015

Ｃ
生態系、種、遺伝子の多様性
を守り、生物多様性の状況を
改善する。

11 陸域の 17%、海域の 10% が保護地などにより保全される。 2020
12 絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される。 2020
13 作物・家畜の遺伝子の多様性が維持され、損失が最小化される。 2020

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。

14 自然の恵みが提供され、回復・保全される。 2020
15 劣化した生態系の少なくとも 15% 以上の回復を通じ、気候変動の緩和と適応に貢献する。 2020
16 ABS に関する名古屋議定書が施行、運用される。 2015

Ｅ
参加型計画立案、知識管理と
能力開発を通じて実施を強化
する。

17 締約国が効果的で参加型の国家戦略を策定し、実施する。 2015
18 伝統的知識が尊重され、主流化される。 2020
19 生物多様性に関連する知識・科学技術が改善される。 2020
20 戦略計画の効果的な実施の資金資源が現在のレベルから顕著に増加する。 2020
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名古屋議定書
名古屋議定書とは

ABSとは

名古屋議定書の主な内容とは

名古屋議定書が企業に与える主な影響

　生物多様性条約の 3 つ目の目的に、「遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」と
いうものがあります。これは、通称として、「ABS」と呼ばれます。名古屋議定書は、この ABS に関する詳しいルール
を定めた新しい国際法です。温暖化対策の京都「議定書」と同じで、法的拘束力があります。

　ここでいう「ABS」とは、遺伝資源へのアクセス及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を英文で短く言っ
たもの Access and Benefit-Sharing の頭文字をとったものです。
　まず、A（Access）とは何でしょうか。医薬品、 食品（一般の食品・特定保健用食品などの機能性食品）、 化粧品、園
芸品（花き・種子）、化成品などの製品は、「生物」を原料としています。対象は、動物・植物・微生物すべてです。最
近では、遺伝子情報がその対象に加わっています。製造メーカーは、国内で原料調達を済ませることができる場合もあ
りますが、海外にAccess して、原料を入手することがあります。
　次に、B（Benefit）とは何でしょうか。このような製品は、製品開発企業に便益（収入）をもたらしていますし、医
薬品については、それを使用する患者が受益者です。また、開発の過程における生産拠点での雇用は、金銭ではないですが、
地域にとって便益となります。
　最後に、S（Sharing）とは何でしょうか。例えば、日本の企業が資源利用者として、原料となる資源を途上国の資源へ

「Access」するとしましょう。製品開発が成功して、便益が発生したら、資源利用者は、それを「公正かつ衡平に」、資源
提供者である途上国に share（配分）しなければなりません。そして、その際に企業は、開発した後でなく、Access す
る時点で、事前合意を得る必要があります。また、Sharing の内容は、相互に合意した条件で実施しなければなりません。
　これらを、ABS といい、生物多様性条約の 3 つ目の目的です。

　ABS は、生物多様性条約第 15条に明確に規定されています。しかし、あまりに大まかであるという意見が条約締結国
から出されたため、結局、この ABS に関する詳細なルールを作り、それを国際法として採択したのが、名古屋議定書です。
名古屋議定書の特徴は、まず、Sharing の対象となる、「遺伝資源の利用」の定義を、「バイオテクノロジー関連の研究・
開発」に限定しました。そのため、海外の植物や動物を単に食品として輸入するケースなどは、対象外となりました。
また、遺伝資源へのアクセスについては、企業が資源提供国の国内法を遵守するとともに、提供国も企業がアクセスし
やすいように国内法を明確にすることとされています。要するに、アクセスする企業だけが負担を負うのではなく、ア
クセスされる側も、受入れの法整備をしなさい、と決まったのです。
　なお、ABS の対象には、資源そのものだけではなく、先住民や地域社会が有する伝統的知識が含まれることになりま
した。例えば、地域社会が薬草の知識を持っていることがあります。「その土地に伝わる伝統の知恵」にも Benefit は配
分されなければならなくなりました。

　わが国は、議定書の発効に向けて、国内制度を検討・整備していくことになりますが、遺伝資源を取り扱う企業側も、
名古屋議定書を遵守するための体制を整備し、遺伝資源やそれに関連する伝統的知識を不正に海外から持ち出すことの
ないよう注意する必要があります。これまでも適切な対応をとってきた企業は問題ありませんが、あまり関心を払って
こなかった企業は、自社の原材料調達の状況をチェックするなど、社内体制の構築が必要です。
　なお、便益の配分の仕方は、金銭的な支払いに限定されず、先にも述べた雇用に加えて、研究開発の成果共有や技術
移転など（非金銭的便益と呼ばれます）が、その方法のひとつとなります。
　この議定書に沿ったビジネスを行うことが、提供国との相互信頼を築き、ビジネス上のメリットにもつながります。
今後は、わが国を含め、各国の国内法が整備され、遺伝資源へのアクセス基準などが明確になってくることから、その
動向に注意が必要であるとともに、提供者と利用者間の契約を尊重することが基本とされたため、実務面への影響も考
慮する必要があります。

参考文献　渡邊幹彦「生物多様性条約『名古屋議定書』への持続可能な制度としての期待」『環境経済・政策研究』（2012 年刊行予定）




