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生物多様性条約締結国会議
（CBD/COP10）とNGOの取り組み

• 沖縄は生物多様性に富む

• なぜ，生物多様性が大切なのか

• 条約と締約国会議について

• ＮＧＯの活動について

花輪伸一（２００９．６．２７）
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琉球列島の自然環境



WWFジャパン南西諸島プログラム

白保
（センター設立）

地域の野
外博物館

やんばる
（フラグシップ・
スピーシス）

泡瀬干潟保全

生物リス
ト・脅威

種の保存
（奄美・山
原・西表）

GISマッ
プ・多様
性評価

ＢＰＡ ＢＰＡ① ＢＰＡ③

ＢＰＡ ＢＰＡ② ＢＰＡ④

南西プログラム 1970 1980

生物多様性評価

生物環境調査・各種ロビング・
地域計画づくり

地域づくり拠点
環境モニタリング

助成事業

南西特別委員会

重要地域の保全 白保・山原・（奄美etc)

クロウサギ，ヤマネコ，etc

奄美，トカラ，山原，白保，西
表，移入種，赤土，etc

2010 2020

ジュゴン・ノグチゲラ・ヤンバルクイナの保
護(米軍基地問題）

地域づくり・モニタリング・南西諸島プログラム
　　　ＷＷＦジャパン
　　　ＮＰＯ法人

1990 2000

UNEP, IUCN, WWF,1980 WWF Global 200

WWF 環境省

ＷＷＦ＋ソフ
トバンク

CBD/COP10 自然遺産



生物多様性とは何か

• いろいろな生きものがいる

（種の多様性）

• ひとつひとつ違っている

（遺伝子の多様性）

• みんな関係を持って生活している

（生態系の多様性）

Biodiversity



生物多様性の大切さ ＝ 自然の恵み

1.資源としての面

1-1. 人間は，昔から衣食住を生物多様性のもとで確保
し，原種を改良し普及し，収量増加，安定供給を図っ
てきた．将来も，生物多様性は，農林水産，畜産業な
どの基盤である．

1-2. 生物多様性の中から，人間は薬品を見出し，病気
治療や健康維持に使ってきた．未知の薬品は，いろ
いろな植物や微生物などから得られ，生物多様性の
保持は重要である．

1-3. 人間社会に必要な産業・経済を成り立たせる上で，
生物多様性が保持されたところから得られる原材料
やエネルギーは不可欠である．過剰利用を防止し持
続的に利用することが人間生活の基盤となる．



生物多様性の大切さ ＝ 自然の恵み

2.倫理的な面

2-1. 生物の生命はそれ自体，尊重されるべきもの．

2-2. 地球上の生命・生物は，多様性に富むように進化
してきた．

2-3. 生物多様性が高いと生物間および生物と環境（自
然）の相互作用は安定的である．

2-4. 世代間，地域間の公平性を保つために持続可能
な利用を行い，生物多様性を維持するべきである．

2-5. 教育的，自然史的な観点からも，進化の結果とし
ての生物多様性は重要である．



生物多様性への脅威

1. 過剰利用
2. 密猟・密輸
3. 生息地の破壊
4. 化学物質による汚染
5. 地球温暖化
6. 外来種

IUCNパンフレット



生物多様性の劣化

野生生物の減少・絶滅

農林漁業の生産の低下

社会不安の増大－格差－貧困－犯罪

紛争，内戦，派兵

地域社会の崩壊

環境・人権・平和の喪失

乱開発・過剰利用・汚染

なぜ生物多様性を
守るのか



生物多様性条約 ＣＢＤ
Convention on Biological Diversity

（1）生物多様性の保全
地球上の多様な生物をその生息環境とともに保
全すること

（2）持続可能な利用
生物資源を持続可能であるように利用すること

（3）利益の公正な配分
遺伝資源の利用から生ずる利益を公平かつ衡
平に配分すること

（条約第1条）

目
的



生物多様性の定義

「生物の多様性」とは，すべての生
物の間の変異性をいうものとし，種
内の多様性，種間の多様性，生態
系の多様性を含む．

第2条
variability



生物多様性条約 ＣＢＤ

保全のための措置

１．多様性保全のための国家戦略の策定

２．保全上重要な地域、種の選定とモニタリング

３．生息域内での保全：保護地域の指定、管理、
生息地の回復など

４．生息域外での保全：飼育栽培下での保存、繁
殖、野生復帰など

５．持続可能な利用

６．環境影響評価手続きの導入



1992 「地球サミット」（リオ・デ・ジャネイロ）

で採択

1993 生物多様性条約発効，

現在192か国批准

2000 カルタヘナ議定書（MOP1）

（遺伝子組み換え作物，バイオセイフティ）

５月２２日を「生物多様性の日」

2002 ＣＯＰ６（ハーグ）→2010年目標「生物多様性の

損失速度を顕著に減少させる」

生物多様性条約

地球に生きる生命（いのち）の条約



2010 国連の国際生物多様性年

第10回締約国会議

１０月 名古屋（名古屋国際会議場）

ＭＯＰ ５ 11日-15日

ＣＯＰ１０ 18日-29日

2010目標の評価と

ポスト2010目標の採択

生物多様性条約

地球に生きる生命（いのち）の条約



2010年目標
2010年までに生物多様性の

損失速度を顕著に減少させる

• 生物多様性の保全

• 重要地域の保護

• 絶滅の回避

• 持続可能な利用

• 生息地，土地利用，水資源

• 侵略的外来種の制御

• 気候変動，汚染の防止

• 生態系サービスの維持

• 先住民，地域社会の多様性

• 遺伝子資源

• 資金，人材，技術，能力

• 途上国の債務

• 技術移転

資料９ページ：2010年目標



2010年目標の評価
• 政治的なメッセージ

• 測定不可能

• コミュニケーション不足

• ネガティブな表現

ポスト2010年目標の採択
• 野心的かつ現実的

• 測定可能な，国別・分野別のサブターゲット

• 短期，長期の目標設定，気候変動等の目標と連携

• 効果的な国別モニタリング・報告の提供

• その他

ＣＢＤ・ＣＯＰ１０
の重要課題

資料７ページ：重要課題と詳細点検課題



日本政府

ＣＯＰ１０に向けた準備の進め方(案）

２００９．３．２４

生物多様性条約COP10/MOP5

関係省庁連絡会議

資料１ページ



生物多様性条約市民ネットワーク
（ＣＢＤ市民ネット）2009.1.25設立

ＮＧＯの役割

１．基盤づくり：

①多様な主体の情報共有，②普及啓発，③市民
参加の場の確保

２．条約交渉への関わり：

①海外との連絡調整，②提言や働きかけ

３．主体の拡大と交流：

①幅広いテーマの連携と拡大，②地域，流域レベ
ルの働きかけ，③交流・相互理解

資料：市民ネット



（１）テーマ別作業部会

CBD-COP10 / MOP5に対応するテーマ

・MOP5（カルタヘナ議定書バイオ・セイフティ）

・湿地の生物多様性

・海洋生物多様性保全

・生物多様性保全関連法（テーマ非対応）

ＣＢＤ市民ネット作業部会

やりたい人々が，ルールにもとづいて，
自主的に形成し運営する

資料
Ｐ7,8



（２）地域別作業部会

それぞれの地域の生物多様性問題に取り組む

＜準備中＞沖縄，中部，

（３）タスク別作業部会

翻訳、広報などの各種事業を実施する

・普及啓発

ＣＢＤ市民ネット作業部会

やりたい人々が，ルールにもとづいて，
自主的に形成し運営する



2010年 ＣＢＤ・ＣＯＰ１０／ＭＯＰ５
国連の国際生物多様性年

2010年10月11-15日，18-29日
第10回生物多様性条約締約国会議
（CBD・COP10／MOP5 名古屋）

どのように活用するか
（環境・人権・平和）



• 短期目標→CBD/COP10名古屋
– 地域から，国，国際レベルへの情報発信・地域への還元

– テーマごとの国際連携

– サイドイベント，ブース展示での主張

– 個々の問題と共通のテーマ

• 中長期目標→生物多様性国家戦略，地域戦
略（自治体）への住民参加と実行

住民主体の持続的な地域づくり

2010年 ＣＢＤ・ＣＯＰ１０／ＭＯＰ５
国連の国際生物多様性年



• 生物多様性条約市民ネットワーク（CBD市民
ネット）－全国組織

• 沖縄の生物多様性ネットワーク

–環境

–人権 COP10に向けて共同行動

–平和

そのためのネットワークづくり

2010年 ＣＢＤ・ＣＯＰ１０／ＭＯＰ５
国連の国際生物多様性年



沖縄環境ネットワーク／沖縄・生物多様性市民ネットワーク
行動計画：目標goal－目的objectives－行動action

１．ポジションペーパー（見解書）

・グローバルな視点 ← 沖縄の現状をもとに

２．ブース展示（ポスター，チラシ，インストラクター）

・共通テーマ，個別アピール

３．サイド・イベント（シンポジウム，ワークショップ）

・沖縄と世界を結ぶテーマ

2010年 ＣＢＤ・ＣＯＰ１０／ＭＯＰ５



ラムサールＣＯＰ１０でのＮＧＯ活動

2008年１０月28日-１１月4日 チャンウォン，韓国



プサン

チャンウォン

チャンニョン

スンチョン



日韓ＮＧＯ湿地フォーラム
• 第１回 ２００７年１０月１２-１４日 東京

• 第２回 ２００８年 ４月２９-３０日 コヤン

• 第３回 ２００８年 ８月３０-３１日 東京

世界ＮＧＯ湿地会議

International NGO Conference on Wetlands

10月25-27日 チャンニョン / スンチョン

ラムサール COP10
１０月28日-１１月4日 チャンウォン，韓国

ラムサールCOP10のための日本（韓国）ＮＧＯネットワーク



１０月２５日 チャンニョン郡ウポ

CEPA会議 Communication, 
Education, Participation, and 
Awareness（広報・教育・参加・啓発）

基調講演，事例報告，水田，etc.

「地域住民とともに」がキーワード

世界ＮＧＯ湿地会議



１０月２６-２７日 スンチョン市

１．湿地としての水田

２．賢明な利用と賢明でない利用

３．スンチョンＮＧＯ宣言

４．世界湿地ネットワーク設立

世界ＮＧＯ湿地会議

３日間で，３１か国，約４００人の参加



ラムサール条約会議

スンチョンＮＧＯ宣言

・世界ＮＧＯ湿地会議

・世界湿地ネットワークの設立

・決議案Ⅹ.１，Ⅹ.８，Ⅹ.１３，
Ⅹ.２３，Ⅹ.２５，Ⅹ.２８，Ⅹ.３１ へ
の支持と要望

・韓国のセマングム事業，沿岸
域開発法への懸念

・賢明な利用の促進（ＮＧＯ決意）



世界湿地ネットワーク World Wetland Network(WWN)

目標：湿地の保全と賢明な利用に関するＮＧＯ間のコミュ
ニケーションのための国際的なツールを発展させる
目的：①ＣＯＰにおけるＮＧＯ声明や決議案の準備

②知識共有のための国際的プラットホームの設立

③保全上のギャップ認識の

ための技術促進

④賢明な利用に係わる問題

のワーキンググループ設置

組織：議長，副議長，事務局，

地域委員，アドバイザー 一時的な会合から恒常的なネットワークへ



サイド・イベント（１１月１日）
ＷＷＦジャパン・市民の会

ラムサール条約湿地，賢明な利用，
湿地の再生を目指す日本のNGO，
自治体，国会議員の活動

・ラムサール条約湿地を増やす市民の会

・ラムサール条約登録地を増やす国会議員
の会の活動

・豊岡市のコウノトリと水田，河川の生物多
様性の再生

・ＮＧＯ事例：渡良瀬遊水池，ハチの干潟
（広島県）



サイドイベント

・世界の水田－特に生物多様性と持続的利用について
（ラムサールＣＯＰ10のための日本ＮＧＯネットワーク，同韓国ネットワーク）

・セマングムと諫早の干潟－死につつあるが，まだ遅くない
（セマングムの生命のための韓国協会，有明海漁民・市民ネットワークほか）

・東アジアの沿岸湿地（韓国干潟フォーラム，Birdlife Intl. Etc.）

・湿地の文化的価値－アジアを中心として（日本国際湿地保全連合）

・その他







ＮＧＯの成果

• 日韓の湿地ＮＧＯの連携

• 世界NGO湿地会議の開催

• 「スンチョンNGO宣言」の採択とＣＯＰでの発表

• 世界湿地ネットワーク（WWN）の設立

• 「水田湿地決議」の採択

• ブース展示，サイドイベントでの発表

• 資料集作成「各地の報告」，「政策の検証 同英文要約」

• 参加者自身の啓発－特に若者にとって

• 「ラムサール・ネットワーク日本」の設立



沖縄から
沖縄環境ネットワークから

2010年ＣＢＤ・ＣＯＰ１０名古屋へ

ご清聴ありがとうございました


