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生物多様性の次期世界目標に向けた動き

生物多様性及び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（IPBES）が地球規模評価を公表（５月）

生物多様性国家戦略2012-2020を閣議決定

 愛知目標（戦略計画２０１１－２０２０）採択
 名古屋議定書採択
 SATOYAMAイニシアティブの開始

2012

2010

2020

2021

COP15（中国・昆明）：2021年予定
テーマ 「生態文明：地球上の全ての生命が共有する未来の建設」
ポスト2020生物多様性枠組の採択及び関連する実施手段の検討

次期生物多様性国家戦略の策定（予定）

生物多様性条約第10回締約国会議（COP10） 名古屋で開催 【生物多様性条約（CBD）】（1992年採択）

■目的
①生物多様性の保全
②生物多様性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で衡平な配分

■締約国数
196ヶ国・地域（含 EU、パレスチナ／米は未締結）

■愛知目標（戦略計画２０１１－２０２０）
COP10で採択された自然と共生する世界を目指す国際目
標

2019

 自然の改変の直接的要因は、大きい順に①陸と海の利用の変化、②生物
の直接的採取、③気候変動、④汚染、⑤外来種の侵入。

 トランスフォーマティブチェンジ（社会変革）が必須。

国
連
生
物
多
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【生物多様性国家戦略】
 締約国は、条約第6条に基づき生物多様性の保全及

び持続可能な利用を目的とする生物多様性国家戦略
を策定

 2008年生物多様性基本法の制定により、法定計画に
 長期目標：自然共生社会の実現(2050年)

 短期目標：生物多様性の損失を止めるために、愛知
目標(2020年) の達成に向けた国別目標の達成を目
指し、効果的かつ緊急な行動を実施する。

 ５つの基本戦略（2020年度までの重点施策）
①生物多様性を社会に浸透させる。
②地域における人と自然の関係を見直し、再構築する。
③森・里・川・海のつながりを確保する。
④地球規模の視野を持って行動する。
⑤科学的基盤を強化し、政策に結びつける。

ビジョン: 2050年までに「自然と共生」する世界を実現

愛知目標:  ２０の個別目標（保護区等）

次期生物多様性国家戦略研究会
環境基本計画、国内の科学的知見、生物多様性等の総合評価（JBO3）、現行国家戦略
の最終評価（2021/1）等を踏まえて、生物多様性による社会変革の観点も含めて検討

IUCN世界自然保護会議（IUCN-WCC）

• 2020年を目標年とする愛知目標は、科学的な評価も踏まえて見直され、

新たな世界目標である「ポスト2020生物多様性枠組」がCOP15（2021年／中国）で決定される。
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国連生物多様性サミット

ポスト2020生物多様性枠組の検討プロセス
•公開ワーキンググループ（OEWG：①2019/08ﾅｲﾛﾋﾞ、②2020/02ローマ、③（時期未定）カリ
•地域別ワークショップ（アジア太平洋地域ワークショップを2019/１に名古屋で開催）
•テーマ別ワークショップ
•パートナー組織による会合（ランドスケープアプローチ専門家ワークショップを2019/9に熊本で開催）
•文書での意見募集
•条約補助機関会合（SBSTTA23（2019/11）、SBSTTA24・SBI3（2021（時期未定））
•愛知目標の最終評価（GBO5（2020/9）） 等

生物多様性日本基金

国際パートナーシップ発足
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ポスト2020生物多様性枠組 検討スケジュール

会議 議題 日程 開催地
アジア太平洋地域会合 ・ ポスト枠組の検討が本格的に開始 2019年１月 名古屋

公開ワーキンググループ
（OEWG）１

・ ポスト枠組の範囲・構造 2019年8月 ナイロビ

科学技術助言補助機関会
合（SBSTTA）23

・ ポスト枠組の科学技術的なエビデンス 2019年
11月20-29日

カナダ
モントリオール

公開ワーキンググループ
（OEWG）２

・ ゴール及びターゲット 2020年2月 ローマ

地球規模生物多様性概況
第５版（GBO5）
②

・ 愛知目標の最終評価 2020年9月15日 オンライン

SBSTTA24・SBI3非公式
セッション

・ 生物多様性と健康、ワンヘルスアプローチ 2020年12月 オンライン

SBSTTA24・SBI3非公式
バーチャルセッション

・ ポスト枠組（数値目標への助言等） 2020年2月・3月 オンライン

SBSTTA24・SBI3 ・ ポスト枠組（数値目標への助言等） 2021年第1四半期
（予定）

カナダ

OEWG3 ・ 枠組に関する最終検討
・ COP15で議論するドラフトの採択

2021年第２四半期
（予定）

コロンビア
カリ

COP15 ・ ポスト枠組の採択 2021年第2四半期
（予定）

中国
昆明

数値・指標検討
フェーズ

最終検討
フェーズ

要素検討フェーズ
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2020年１月
ゼロ・ドラフトの公開

202１年１月
ワン・プラネットサミット④

2020年８月
0.2ドラフトの公開

2020年９月
国連生物多様性サミット

③

2021年９月３日-11日
IUCN-WCC

2020年７月 IPBES
パンデミックと生物多様性

ワークショップ①

2019年5月
IPBES地球規模評価



①IPBESによる生物多様性及び生態系サービスに関する評価概要

• パンデミックの根本的な原因は、土地利用の変化、農業の拡大と集約化、野生
生物の取引と消費などの生物多様性の損失や気候変動を引き起こす地球環境
の変化と同じである。

• 感染症対策について、従前の事後対応から、予防を行う「社会変革
（transformative change）」を促す政策オプションが必要。

※新型コロナウイルスを受け、急遽2020年7月27～31日にパンデミックと生物多様性に関するワークショップがオ
ンライン開催された。当該ワークショップには、22人の専門家が参加し、本報告書は、その結果をまとめたもの
（2020年10月公開）。なお、本報告書はIPBES総会の承認を得たものではない。

パンデミックと生物多様性ワークショップ報告書※（2020)のポイント

【現状】
• ほ乳類や鳥類をホストとするウイルスとして、170万もの未発見のウイルスがあることが推定され、その
うち54万～85万のウイルスが人間に感染しうる。

• 1960年以降に報告される新規感染症の30％以上は、土地利用の変化（森林破壊、居住地の拡
大、穀物や家畜生産の拡大、都市化）がその発生要因となっている。

• 感染症は年間3兆ドル以上の経済的損失をもたらしうる。
【提言】
• パンデミックを予防する対策（野生動物の取引の削減や土地利用変化の抑制などの戦略や、ワン・ヘ

ルスによる監視の強化など）の強化。（その費用は、パンデミックにより引き起こされる経済的損失と
比較して1/100）

• パンデミックのリスクを低減し、対処するために役立つと思われる政策オプションの例
➢ハイレベル政府間会合の設立、政府内でのワン・ヘルス・アプローチの制度化
➢人獣共通感染症のリスクを減らすために国際的な野生生物取引において、「保健及び貿易」に関
する新たな政府間パートナーシップの構築 5



②地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）（2020/9）のポイント １／２

• 「生物多様性戦略計画2011-2020及び愛知目標」の最終評価として生物多様性条約事務局が各締
約国の「国別報告書」とIPBESアセスメント等をもとにまとめたもの（2020年９月15日公表）。

• ほとんどの愛知目標についてかなりの進捗が見られたものの、20の個別目標で完全に達成できたものは
ない。

• 2050年ビジョン「自然との共生」の達成には、「今まで通り（business as usual）」から脱却し、社
会変革が必要。

①愛知目標の20の個別目標のうち完全に達成で
きたものはないが、６つの目標が2020年の達成
期限までに部分的に達成と評価。

※20の個別目標に含まれる60の「要素」の内、

－７要素が達成

－38要素が進捗

－13要素が進捗がなかったか後退

－2要素の進捗は不明

とされた。

②未達成の理由として、愛知目標に応じて各国が
設定する国別目標の範囲や目標のレベルが、
愛知目標の達成に必要とされる内容と必ずしも
整合していなかったことを指摘。

愛知目標と達成状況：部分的に達
成した目標：６（黄色囲み）、未達成
の目標：１４（赤囲み）

愛知目標の評価
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②地球規模生物多様性概況第５版（GBO5）（2020/9）のポイント ２／２

土地と森林

ワン・ヘルス 漁業と海洋食料シス
テム

農業
都市と
インフラ

淡水 気候行動

消費の削減

持続可能な生産

他の圧力の低減

気候変動関連
の行動

保全／再生

・「今まで通り（business as usual）」からの脱却、社会変革
（transformative change）が必要。
・個別ではなく連携した対応が必要。
・これにより、生物多様性の低下を止め、増加に転じさせることで、
2030年以後に生物多様性のネット・ゲインを実現する可能性を
指摘。

生物多様性の損失を低減し回復させるための行動

2050年ビジョン達成に向けて移行（transition）が
必要な8分野

①土地と森林・・・生態系の保全・再生

②持続可能な淡水・・・水質改善、侵略的種防除、連続性の確保

③持続可能な漁業と海洋・・・海洋及び沿岸生態系の保護・再生、
漁業再建、水産養殖業の管理

④持続可能な農業・・・アグロエコロジー等の農業システムの再設計、
生物多様性への悪影響を最小限にした生産性向上

⑤持続可能な食料システム・・・肉と魚の消費を抑えた植物主体の
食生活、廃棄物の大幅削減

⑥都市とインフラ・・・「グリーンインフラ」の展開、都市及びインフラ
の環境フットプリント低減

⑦持続可能な気候行動・・・化石燃料の段階的かつ速やかな廃止、
自然を活用した解決策（NbS）

⑧生物多様性を含んだワン・ヘルス・・・生態系や野生生物の利用
を管理し、健全な生態系と人の健康を促進 出典：Global Biodiversity Outlook 5

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2020)

出典：Global Biodiversity Outlook 5

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2020)
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③国連生物多様性サミット ½
2020年9月30日（日本時間23:00～翌日10:20 オンライン開催）

• 主催：国連総会議長 ボルカン・ボズクル議長
• 参加者：約130カ国の首脳、環境大臣等、国連・国際機関、企業、自治体等の代表

＜開催趣旨＞
生物多様性の新たな世界目標 「ポスト2020生物多様性枠組」※の採択及び実施の後押し
※2021年に中国で開催予定の生物多様性条約COP15で採択予定。

＜各国からの発言の概要＞
・愛知目標が達成されなかったことへの危機感が共有されるとともに、コロナからの復興やSDGsの達成と生物
多様性の密接な関係性が指摘され、「ポスト2020生物多様性枠組」に基づく迅速な行動の必要性に言及。
・各論として、陸域及び海洋の30％保護、気候変動対策との連携強化、また、途上国からは更なる支援の
必要性が指摘された。

小泉環境大臣による発言のポイント

コロナ危機も踏まえて、今後の生物多様性政策の推進や国際枠組みの
検討において重視する以下の２点を強調。

 社会経済のリデザイン
生物多様性に大きな影響を与える社会・経済活動のリデザインによる負荷軽減のため、新たな世界目標に
おいて、持続可能なサプライチェーンの構築とその可視化を図る測定可能な目標設定が必要。

 分散型社会への移行
里地里山のような身近な自然環境の資源を活用した分散型社会への移行は、活力ある地域づくりに貢献し、
コロナ危機の克服にも資する。日本発の取組である「SATOYAMAイニシアティブ」のメンバーを100カ国に拡大
することを目指す。 8



③国連生物多様性サミット 各国の主な発言 2/2

○中国・習近平国家主席（生物多様性COP15議長国）

 生態文明を進め、美しい世界を構築すること、国連を中心としたシステムを維持し、国際協力を進めること、グリー
ン発展をCOVID19以降も続けること、環境に対する責務を果たす上で「共通だが差異ある責任（CBDR）」の原則を
維持する必要性について提案。中国は2060年までに炭素中立性を実現する等、強力な政策を採用する。

○G7各国

 （仏・マクロン首相）保護地域30%の目標をコスタリカと推進しており、各国の参加を要請。
 （英・ジョンソン首相）野心的なグローバルオーシャンアライアンスで世界の海洋の少なくとも30％を2030年までに保
全する。気候資金を２倍にし、500百万ポンドをブループラネットファンドとしてインドと同じサイズの海洋保護区を保
全・再生する。気候変動COP26及び来年のG7の議長国として、生物多様性をトップアジェンダに維持する。

 （伊・コンテ首相）COVID19による国際会議の延期は、生物多様性と気候変動政策を整合させるチャンス。COP26と
G20において取り組みたい。

 （独・メルケル首相）生態系を保全するための資金が重要。毎年500万ユーロを世界中の生物多様性保全に提供し

てきた。新たに、保護地域への資金措置として「レガシー・ランドスケープ基金」を民間企業のドナーとともに設置し
たい。

 （加・トルドー首相）13億ドルを生物多様性に拠出、持続可能な開発と気候変動にも対応している。使い捨てプラス
チックをなくし、2025年までに25％、2030年までに30％の海洋を保全する。

※ 上記の５カ国は野心的なポスト2020生物多様性枠組を求める有志国による誓約「自然のためのリーダーズプレッ
ジ」に署名。

※ 米国はサミットに参加せず（同国は生物多様性条約も締結していない）。○途上国

 （ガイアナ・大統領（G77代表））新しい枠組は強い資源動員が構成要素として必要。途上国への資金援助を含む。
共通だが差異ある責任の原則の下で、国際社会が生態系保全に向けた取組を強化することを求める。

 （サウジアラビア・外務大臣（G20議長国））G20の議長国として、エネルギーなどの問題に取り組んでいるほか、サ
ンゴ礁の保護、海域の保護なども提起した。

 （ブラジル・大統領）アマゾンへの国際社会による強欲さは拒絶するとともに、不公平な国際約束は受け入れられな
い。各国は共通だが差異ある責任の認識が必要。

 （南アフリカ大統領）持続可能な利用を推進し、遺伝資源から生じる利益を公平に分配すべき。
9



• 里地里山のような二次的自然環境を持続可能な形で利用してきた日本の経験（食糧や燃料等の生産
の場として活用）も踏まえて、こうした場所（社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープ（SEPLS）
※）の重要性を国際的に推進するイニシアティブ

• 生物多様性条約COP10において、本イニシアティブを推進する国際パートナーシップ（IPSI）を設立

（73か国・地域の271団体（2021年2月現在）で構成）

• ポスト2020生物多様性枠組の下で新たに策定される途上国の生物多様性国家戦略において、
「SATOYAMAイニシアティブ」の考え方を実装するための支援を国連大学とともに検討

• さらに、気候変動対策や防災・減災を含むSDGsの実施及び地域循環共生圏のアイデアの海外展開
にも貢献できるよう、「SATOYAMAイニシアティブ」の取組を更に発展させる予定

• IPSIの構成団体

国家行政機関・その他政府関連機関・地方政府機関、非政府組織・市民社会団体、先住民団体・地域コミュニティ団体、
学術・教育・研究機関、産業・民間セクター団体、国連機関・その他の国際機関

• 主な機能・活動（詳細は後述）
① SEPLSの重要性への理解の促進

情報収集： ケース・スタディの収集・分析
研究： 政策・指標の研究
普及： イベント・ウェブサイト

② SEPLS維持・再構築のための支援
 能力構築： 定例会合・地域ワークショップ
 協働： IPSIメンバーによる協力活動

国連大学、UNDP、GEF等との連携により、約40か国・地域で約450件のプロジェクトを実施

• 事務局： 国連大学（環境省拠出金により運営）

※ 社会生態学的生産ランドスケープ・シースケープ（SEPLS）

• ハビタット（生き物の生息・生育地）や土地・海の利用の、動的で生物文化的なモザイク構造がみられ、人々とランドスケープ・シースケープの相互作用が生
物多様性の維持・向上に寄与すると同時に、人間の福利に必要なモノとサービスをも生み出している場所

• 国連大学が実施した日本里山・里海評価（2010年）において提案された概念

③ 参考 SATOYAMAイニシアティブ
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④ ワンプラネットサミット※１・HAC閣僚級会合※２ １／５

※１ 「ワンプラネットサミット」は、2021年1月11日、仏、国連及び世界銀行が共催し、パリ大統領府の会場及び各国をオンラインで結ぶ形式で
開催されたマクロン仏大統領、ウズワニ・モーリタニア大統領、アルベール2世モナコ公らが物理参加し、グテーレス国連事務総長、マルパス
世界銀行総裁、英連邦チャールズ皇太子、英、独、伊、西、中国、EU、コスタリカ等の各国・地域の首脳・ハイレベル、科学者代表等が参加し
た。日本からは小泉環境大臣が、本サミットにおいて、HACによる共同ビデオメッセージに参加するとともに、HAC閣僚会合において野心連合
に貢献する「SATOYAMAイニシアティブ」等についてビデオメッセージを発信した。

※２ 「自然と人々のための高い野心連合（High Ambition Coalition for Nature and People）」：愛知目標の次の目標となる「ポスト2020生物多
様性枠組」に、「2030年までに、地球上の陸と海の少なくとも30％を保護する」という目標の位置づけなどを求める野心連合。フランス及びコス
タリカが主導し、2020年12月時点で、38か国が参加。※１のワンプラネットサミットで正式に発足した。

【HAC閣僚級会合における日本の発言ポイント】
・ 日本がHACに参加することを宣言する。「ポスト2020生物多様性
枠組」での野心的かつ現実的な目標設定に向けて、連携して取り組む。

・ 菅総理は、2020年10月に、2050年までに温室効果ガス排出を
実質ゼロとする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。このことは、
生物多様性課題の解決に対しても大きな貢献となる。

・ 「SATOYAMAイニシアティブ」は、地域の自然資源を重視し、その持続可能な利用による活力ある地
域社会の構築を進めている。

・ 活力ある地域社会は、生物多様性課題に加えて、気候変動により激化する災害の防災減災、更には
新たな感染症にも強靱さを発揮する。

・ コロナ危機に対しても、国際社会が協調して、経済社会全体をリデザインし、そして愛知で共有された
2050年ビジョン「自然と共生する世界」に向けて行動しよう。 11



④ワンプラネットサミット・HAC閣僚級会合 ２／５

【主な国・国際機関の発言①】

◎ Emmanuel Macron（フランス大統領）
・人間の行為が自然に大きなプレッシャーを与えると同時に、我々自身の健康とセキュリティーにも脅威を及ぼ
している。我々の開発モデルを変革する必要がある。
・今、行動に移せば、2030年までに1億9,100万人の雇用を創出し、森林も海洋も生態系も失うことがない。
解決策は自然の中にある。だからこそ、我々は気候変動に対処し大きな規模でのシナジーを得たい。
・機を逃す事なく生態系保全と気候変動問題にコミットし、官民セクター、市民社会の関与が重要。
・2010年に設定した愛知目標は何一つ達成できていない。種の絶滅も汚染問題も解決していない。この失敗
を認め、教訓を学び、努力を加速させ、現状のモニタリングを強化しなくてはならない。

・一番目に、陸地と海洋の30％の保護である。そうしなければ気候コミットメントを進めることができない
・二番目に、食糧安全保障の向上と不平等の削減のためにアグロエコロジーを推進する。
・三番目に、官民資金の導入である。
・最後に、森林・熱帯雨林の保護である。新型コロナウイルス感染症拡大より学んだことは、我々の地球の健
康と世界人類の健康は密接に関係していることである。

・生物多様性に資する資源動員の関係では、TNFD（Task Force for Nature-Related Financial
Disclosure）は、ビジネスのための透明性の高い枠組みを持ち、生物多様性に関する経済活動のリスクと便
益を測定するための枠組みを作ることに貢献する。
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④ワンプラネットサミット・HAC閣僚級会合 ３／５

【主な国・国際機関の発言②】

◎ António Guterres氏（国連事務総長）
・パンデミックからの復興は、経済再生とレジリエンス構築、生物多様性の救出の上で、我々に与えられたチャ
ンスである。エネルギーと交通におけるイノベーションは、持続可能な復興と経済・社会転換を図るものである。
Nature-based solutionsも前途有望である。
・世界は愛知目標を達成できておらず、7,110億米国ドルの支援を必要としており、2030年までの持続可
能な資金支援が必須である。中国でのCOP15はポスト愛知を設定する不可欠なステップとなる。気候変動
においては、カーボン・ニュートラルに関する世界的な同盟を確立し、2050年までに温室効果ガス排出ネット
ゼロとなるロードマップ作りが各国の都市、企業には求められている。
・グラスゴーでのCOP26及び昆明でのCOP15の機会を逃すことはできない。本日発足する「自然と人々の
ための高い野心連合（HAC）」は非常に野心的であるが、最適な模範でもある。我々はより安全な未来と
さらに持続可能な世界を作り上げる機会を一緒に手に入れることができる。

◎Han Zheng氏（中国第一副首相）
・地球は一つしかなく、我々は巨大なハーモニーの中に住んでいる。持続可能な開発をもたらすためには、自
然と調和して暮らすことが必要である。
・生物多様性保全は人類共通の挑戦であることより、一つの方向を目指した協働が必要である。新型コロナ
ウイルス感染症拡大が世界中で続いていることより、締約国は創造的な方法を見つけ、コミュニケーションを
強化し、交渉過程を加速させなければならない。
・途上国は生物多様性を保護するための資金・技術不足に面している。実行可能なポスト2020生物多様
性枠組とするためには国際コミュニティーによるさらなるリソース導入とキャパビル支援が必要。
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④ワンプラネットサミット・HAC閣僚級会合 ４／５

【主な国・国際機関の発言③】

◎ Charles Philip Arthur George氏（英国皇太子）
・我々の地球が直面している課題を解決するには、人々の協調とマイルストーンが重要である。このマイルス
トーンについては、今年後半に中国で開催される生物多様性会議と今年11月の英国でのCOP26にてさら
に詳しく作り上げることができる。
・しかしながら、意見の一致、意志、ゴール、ターゲットは最初の一歩にすぎない。その次に、資金リソースや技
術、制度におけるイノベーションを導入するために、並外れた実用的な取組みを行われなければならない。
・新型コロナウイルス感染症拡大により、人間の健康と地球の健康は表裏一体であることが明らかになり、
Nature-based solutionが生物多様性の再生への道筋となる。
・土壌炭素貯留などの炭素オフセットが温室効果ガス排出削減に繋がり、一つの実用的な取組みが世界的
な民間セクターの連合を作りだし、炭素オフセットやカーボンプライシングなどを促進させることを期待する。

◎ Ursula Gertrud von der Leyen氏（欧州委員長）
・森林を失うことは、単に緑地を失うということではなく、気候変動を解決するための同士を失うということであ
る。気候変動の影響により人畜共通感染症に侵される。
・我々の生物多様性と農場から食卓まで（farm to folk）戦略は、2030年までにEU及び世界の陸地と
海洋の30％を保護するというEUの野心を明確に示しているものである。2030年までには、荒廃した河川を
再生し、30億本の植林を図ることができる。また、健全な農業を進め、人々の生計と食糧安全保障を保護
することができる。
・一方、自然保護と気候変動に関しては、さらなる対策を講じることが必要である。今年後半には、ヨーロッパ
市場において世界的な森林破壊に関与している生産物の流通を規制する予定である。
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④ワンプラネットサミット・HAC閣僚級会合 ５／５

【主な国・国際機関の発言②】

◎ Pascal Canfin氏（欧州議会環境・公衆衛生・食糧安全委員会議長）
・欧州委員会は2021年6月に森林破壊を伴う農業で生産された農産物の輸入をやめることを目的とした
法律を導入する予定。
・我々は2014年以来、この問題について検討しており、すでに多くの企業の製品が、森林破壊とは無関係
であることを顧客や消費者に保証している。
・しかしこの取り組みには、海の生産物が抜け落ちており、今後、我々はそこに取り組む予定である。
・GPSや衛星データを使えば、土地利用や森林伐採を監視することは可能。持続可能な形で製品を生産し
ていることを証明できない会社は、今後、ヨーロッパ市場にアクセスすることはできない。
・他国から物資を輸入する際に、その物資が森林伐採を伴って生産されたものではないことを確保するよう
な貿易協定を、今後交わすようにしていきたい。
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２ ポスト2020⽣物多様性グローバルフレームワークの最新動向



● 目標設定に関する検討状況
・ 愛知目標に比べ数値目標が増加（３個→１３個（0.2ドラフト））、社会・経済活動の関連目標が充実・強化。

・ 全体的に、目標に掲げられた内容と指標の整合が不完全。

・ 保護地域、種の回復、外来種等の保全の強化は、現時点で大きな対立はない。
一方、海洋保護区、汚染等は、実現可能性の観点から慎重な意見もある。

・ 社会・経済活動は、IPBES等の指摘を踏まえて、多くの締約国が目標設定の必要性を指摘。
一方、CBDのマンデートを越えるとして一部の途上国は強く懸念。指標やベースラインの議論が必要。

・ 資金及びABSは先進国と途上国で大きく対立。特に、ABSにおけるゲノム情報（デジタル情報（DSI））も
利益配分の対象とするか否かは、他の議論とのパッケージ・ディール化が予想される。

● 実施強化に関する検討状況

・ モニタリング・評価の仕組みは、グローバルストック・テイクの導入をはじめ、改善が必要。
特に、グローバル・ストックテイクの対象になる目標、指標、ベースラインの設定は重要な論点。

• 次期枠組みの議論は、愛知目標をベースに進められている。

• 目標設定について、条約３目的（保全、持続可能な利用、遺伝資源利用の利益配分）のバランス

を重視。

• 愛知目標と比べ、数値目標が増加、社会・経済活動に関連する目標が充実・強化。

• 目標設定のみならず、その実施強化のための方策（資金、モニタリング・評価等）も重視。

• 野心的な目標設定を目指す一方で、実現可能性の観点から慎重な意見もある。

ポスト2020生物多様性枠組 検討状況
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2050年ゴール（A～D)
及び2030年マイルストーン (a) 脅威の縮小

(b)人々の要請に応える

(c)ツールと解決策

(A) 生態系[x%]増、絶滅危惧種[x%]減、
遺伝的多様性が維持

(i) 自然生態系の面積、連結性及び一体
性が少なくとも［5%］増加
(ii) 絶滅の恐れのある種の数が ［X%］減
少、種の個体数が［X%］増加

(B) 保全と持続可能な利用により、自然が
もたらすもの（NCP）を評価・維持・強化

(C) 遺伝資源の利用から生じる利益が公
正かつ衡平に配分

(D) 実施手段の利用可能性の確保

1.陸域/海域の［50%］以上を空間計画下に置き、
自然生態系の［x%］再生を可能にする。

2.陸域/海域重要地域を中心に［30%］保護

3.種の回復・保全、野生生物との軋轢[x%]減

4.種の採取、取引、利用を合法、持続可能に

5.外来生物侵入率[50%]減少、優先度の高い地
域での影響[50%]減少

6.富栄養化[x%]、殺生物剤[x%]、プラ廃棄物[x%]

削減を含む、汚染物の人及び生物多様性に有
害とならない範囲までの低減

8.種の持続可能な管理による栄養、食料安全保
障、生計、健康、福利の確保

9.農業生態系等のレジリエンスと持続可能性を
支えることにより生産性ギャップ[50%]減

10.NbS、Ecosystem-babsed Approachesにより［x

百万人］にとっての大気、災害、水の質と量の調
節に貢献

11.緑地、親水空間へのアクセス［100%］増加

12.ABSにより保全・持続可能な利用に配分され
る利益を[X]増加

13.計画、政策、会計、開発プロセスへの

生物多様性の価値の主流化、影響評価
への統合

14.持続可能な生産、サプライチェーンに
より経済活動の影響［50%］削減

15.持続不可能な消費をなくす

16.バイオセーフティー 措置の確立・実
施により影響を[x]削減

17.最も有害な補助金[x]削減、その見直

し。奨励措置の生物多様性への有益性
又は中立性の確保

18.国内・国際資金[x%]増加、能力構築、
技術、科学協力

19.啓発、教育、研究により、伝統的知識

を含む質の高い情報の生物多様性管理
への利用の確保

20.生物多様性に関連する意思決定への

衡平な参加、先住民族、女性、若者の権
利確保

実施サポートメカニズム
実現条件
説明責任と透明性
アウトリーチ、啓発

２０５０年ビジョン

自然と共生する世界

ポスト2020生物多様性枠組 ０．２次ドラフト※の構造

2030年ミッション
地球と人類の恩恵のために、生物多様性を回復の軌道に乗せるため、
緊急な行動を社会全体で起こす

(i) 少なくとも［X］百万人のための持続可

能な栄養、食料安全保障、飲料水アクセ
ス、災害へのレジリエンスに貢献
(ii) グリーン投資、国家勘定における生

態系サービスの価値評価、公共・民間部
門における財務状況の開示

(i) 2022年までに、～2030年までの
(ii） 2030年までに、～2040年までの
各々実施手段が特定またはコミットされる

(i) ABSの仕組みが全ての国で確立
(ii） 配分された利益が[x%]増

７NbS、Ecosystem-based Approachesによる緩和・
適応、防災・減災の増加

2030年ターゲット（取るべき行動）
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目標１ 2030年までに、陸域及び海域の［50%］が地球規模で土地／海の利用の変化を扱う空間計画

の下にあることにより、ほとんどの既存の手つかずの地域及び原生自然が保持されるとともに、
劣化した淡水域、海域及び陸域の自然生態系及びそれら生態系間の連結性の［X%］の再生が
可能になる。
By 2030, [50%] of land and sea areas globally are under spatial planning addressing land/sea use 

change, retaining most of the existing intact and wilderness areas, and allow to restore [X%] of 

degraded freshwater, marine and terrestrial natural ecosystems and connectivity among them.
※空間計画：政治的プロセスを通じて特定された生態学的、経済的、社会的な目的を達成するために、地理的地域におけ
る人間活動の空間的・時間的分布を分析し配分する公的なプロセス。空間計画には、土地利用計画、海洋空間計画などが
含まれる。（用語集より）

ヘッドラ
イン指
標案

1.0.1 陸域生態系、淡水生態系、海洋生態系について、ランドスケープスケールの土地利用計
画でカバーされている土地の割合*

 空間計画、再生・連結性についての数値目標は初。

目標２ 2030年までに、保護地域及びその他の効果的な地域をベースとした保全手段（OECM）の良好

に連結された効果的なシステムを通じて、生物多様性にとって特に重要な地域を中心に地球の
少なくとも30％を保護及び保全する。
By 2030, protect and conserve through well connected and effective system of protected areas 

and other effective area-based conservation measures at least 30 per cent of the planet with the 

focus on areas particularly important for biodiversity.

ヘッドラ
イン指
標案

2.0.1 保護地域による重要な生物多様性地域のカバー率
2.0.1 種の保護指数（Species Protection Index）

 愛知目標の17%・10%から大幅増加。EU諸国、英国、ノルウェー、カナダ、小島嶼国中心に30%保護を支持する国が多く、この目標だけ数値にブラ
ケットがない。

ポスト2020生物多様性枠組 目標と指標の事例
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目標３ 2030年までに、野生の動植物種の回復及び保全を可能にするための積極的な管理の行動を
確保するとともに、人と野生生物の軋轢を［X%］削減する。
By 2030, ensure active management actions to enable wild species of fauna and flora recovery and 
conservation, and reduce human-wildlife conflict by [X%].
※人と野生動物の軋轢：動物が人間の生活や安全に直接かつ反復的な脅威を与え、個々の危害につながる可能性がある場合に発生（用
語集より）

ヘッドラ
イン指
標案

3.0.1保護地域管理の有効性
3.0.2種の回復事業*

目標４ 2030年までに、野生の動植物種の採取、取引及び利用が合法的で、持続可能な水準にあり、
更に安全であることを確保する。
By 2030, ensure that the harvesting, trade and use of wild species of fauna and flora is legal, at sustainable 
levels and safe.

ヘッドラ
イン指
標案

4.0.1 合法的かつ安全に取引されている野生生物の割合（密猟されておらず、違法に取引され
ておらず、持続不可能でもない）
4.0.2 生物学的に持続可能なレベル内の漁業資源量の割合

目標12 2030年までに、遺伝資源及び関連する伝統的知識へのアクセス及びそれらの利用から生じる

利益の公正かつ衡平な配分を確保することを通じ、生物多様性の保全及び持続可能な利用の
ために配分される利益を［X］増加させる。
By 2030, increase by [X] benefits shared for the conservation and sustainable use of biodiversity through 
ensuring access to and the fair and equitable sharing of benefits from the utilization of genetic resources

ヘッドラ
イン指
標案

12.0.1 遺伝資源や遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生じる利益を、当該遺伝資源
や伝統的知識の提供者に配分した利用者の数
12.0.2 遺伝資源に係るABS許可等の件数（関連伝統知識についての許可件数も含む）
12.0.3 公正かつ衡平な利益配分を確保するための法的、行政的または政策的な枠組みがど
れくらい採択されているか*
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目標14 2030年までに、生産活動及びサプライチェーンが持続可能であることを確保することにより、生
物多様性への負の影響の少なくとも［50%］の低減を達成する。
By 2030, achieve reduction of at least [50%] in negative impacts on biodiversity by ensuring production 
practices and supply chains are sustainable.

ヘッドラ
イン指
標案

14.0.1 陸域及び海洋における人間による改変による潜在的な個体数や種の損失*
14.0.2 生物多様性に与える影響を含んでいる企業のサステナビリティ報告*

目標15 2030年までに、個人及び各国の文化的及び社会経済的な状況を勘案しつつ、あらゆる場所の
人々が生物多様性の価値を理解・認識し、それにより2050年ビジョンに見合った責任ある選択
を行うことを確保することにより、持続不可能な消費様式をなくす。
By 2030, eliminate unsustainable consumption patterns, ensuring people everywhere understand and 
appreciate the value of biodiversity, and thus make responsible choices commensurate with 2050 
biodiversity vision, taking into account individual and national cultural and socioeconomic conditions.

ヘッドラ
イン指
標案

15.0.1 人口一人当たりのバイオマスのマテリアルフットプリント



１ 愛知目標から発展した枠組みを追求

・愛知目標は次期目標に必要とされる基本的要素が含まれており、これを基礎とした枠組みとする。
・愛知目標よりも後退せず、最新の科学的知見と、より分かりやすい内容により、 2050長期ビジョン「自然と
共生する世界」の実現を目指す。
・COP10議長国として目標等をまとめた経験から、多くのステークホルダーが参加できる環境を重視。

２ 国内での着実な取組の進展につながる世界目標の設定

・国内において取組を更に進めることが期待される分野において、世界目標の設定を目指す。
→ 経済活動における生物多様性の主流化、
気候変動対策との連携を進める生態系を基盤とするアプローチ、
外来種対策等の強化 等

・他方、国内へのプラスの効果が期待できない分野については、世界目標の設定には慎重に対応する。
→ 資金問題、ABS（ゲノム情報（デジタル情報DSI）） 等

３ SATOYAMAイニシアティブを核とし、世界における2050長期ビジョン
の実現に貢献

・地域循環共生圏の海外展開（ローカルSDGｓ、地域の持続可能な開発への寄与）
・ポスト目標を踏まえて策定される途上国の生物多様性国家戦略策定支援

ポスト2020生物多様性枠組 環境省の基本的考え方
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 2020年11月、環境省と経団連で「生物多様性ビジネス貢献プロジェクト」を立ち上げ、協力し
て取り組むことで合意。

 日本企業は、そのビジネス活動を通じて生物多様性の保全に貢献している。ポスト2020生物多
様性枠組の各目標の達成に寄与する技術、製品・サービスにより、海外からのニーズ、ビジネス
チャンスが見込める。このプロジェクトを通じて、各目標と企業活動の関係を明らかにする。

各目標と企業活動の対応
関係を、見やすく分かり
やすく示す

２０の目標

その他の事例
（今後適宜）

115事例

93事例

D(a) 脅威の縮小

D(b)人々の要請に応える

D(c)ツールと解決策

1.陸域/海域の［50%］以上を空間計画下に置き、
自然生態系の［x%］再生を可能にする。

2.陸域/海域重要地域を中心に［30%］保護

3.種の回復・保全、野生生物との軋轢[x%]減

4.種の採取、取引、利用を合法、持続可能に

5.外来生物侵入率[50%]減少、優先度の高い地
域での影響[50%]減少

6.富栄養化[x%]、殺生物剤[x%]、プラ廃棄物[x%]

削減を含む、汚染物の人及び生物多様性に有害
とならない範囲までの低減

8.種の持続可能な管理による栄養、食料安全
保障、生計、健康、福利の確保

9.農業生態系等のレジリエンスと持続可能性を
支えることにより生産性ギャップ[50%]減

10.NbS、BbAにより［x百万人］にとっての大気、
災害、水の質と量の調節に貢献

11.緑地、親水空間へのアクセス［100%］増加

12.ABSにより保全・持続可能な利用に配分され
る利益を[X]増加

13.計画、政策、会計、開発プロセスへの生物
多様性の価値の主流化、影響評価への統合

14.持続可能な生産、サプライチェーンにより経
済活動の影響［50%］削減

15.持続不可能な消費をなくす

16.バイオセーフティー 措置の確立・実施によ
り影響を[x]削減

17.最も有害な補助金[x]削減、その見直し。奨

励措置の生物多様性に有益性又は中立性の
確保

18.国内・国際資金[x%]増加、能力構築、技術、
科学協力

19.啓発、教育、研究により、YKを含む質の高
い情報の生物多様性管理への利用の確保

20.生物多様性に関連する意志決定への衡平
な参加、先住民族、女性、若者の権利確保

７NbS、EbAによる緩和・適応、防災・減災の増加

企業活動と生物多様性
生物多様性ビジネス貢献プロジェクト
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