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生物多様性 

• 「生物の多様性」とは、すべての生物（陸上生態系、海洋そ
の他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場

のいかんを問わない。）の間の変異性をいうものとし、種内の
多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。 

• "Biological diversity" means the variability 
among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of 
which they are part; this includes diversity within species, between 
species and of ecosystems. 

• Vary + ability レジリエンス（回復能力） 



生物多様性が豊か 

環境に変化に耐える力、 
元の状態に回復する力を 
持っていることを意味している  



• 愛知ターゲットについて 

 

• 愛知ターゲットを達成するための仕組み
「にじゅうまるプロジェクト」について 



COP10で何が生まれたか？ 



生物多様性戦略計画(愛知目標） 

私たちの「20の約束」 



国連生物多様性の１０年  
２０１１−２０２０ 

• 呉地さんが、2009年9月に開催したIUCN-J主
催のシンポジウムで提案→CBD市民ネットの
提案→日本政府の提案→６５回国連総会
（2010)で正式に決定。 

LIVING IN HARMONEY WITH NATURE 



生物多様性戦略計画 
(愛知ターゲット） 
STRATEGIC PLAN 2011-2020 



全文は長いのですが、、、、 



2050年 人と自然が共生する社会 

人と自然の共生イメージ図 



2020年の目標 

２０２０年までに生物多様性の損失を止め
るための行動を起こす 

１９５０ １９９０ ２０１０ ２０２０ ２０３０ ２０５０ 

生物多様性 

損失を止めるための 
行動をとる１０年 

止まるのは 
２０２０年より少し先？ 



Driver 

Pressure State 

Impact 

Response 



愛知目標ってスゴい！ 

• 地球規模、国家規模、地域規模で、 

• 多様な主体（国連、国際機関、政府・自治体・
科学者・NPO・ユース・市民・農家・林業家・漁
師・・・）がそれぞれの立場で 

• 生物多様性・自然の恵みを守り・向上させ、
賢明に利用し、公正に利益を分かち合うため
の行動を 

• 分かりやすく２０に単純化し、２０２０
年までの目標としてまとめあげた。 



多様な主体、多くの参加・巻き込み 

現場に関わりの 
深い人々の行動 

あらゆる人々
（特に、社会的
弱者）のための
行動（社会的公
正） 



どうすれば、この 

２０の約束を 
守れるか？ 



Supported by 



その１ 
忘れさせないように分かりやすい資料を作る。 
愛知ターゲットを分かりやすく 
＝超訳 愛知目標とアイコンの作成 



アイコンの作成 

普及啓発 各種計画へ
の取組み 

補助金・ 奨
励措置 

生息地の 
破壊 

過剰漁獲 １次生産の営
み 

生態系 
サービス 

遺伝的 
多様性 

種の保全 保護地域 脆弱な 
生態系の保護 

外来種 化学汚染 

消費と生産 

資金拡大 知識・技術の
改善 

伝統的知識 効果的・ 
参加型戦略 

ＡＢＳ 復元と 
気候変動対策 



その２ 
 参加型キャンペーン 

知る 
• 愛知目標やにじゅうまるプ
ロジェクトを知る 

考える 
• 自分の活動と、愛知目標との
つながりを考える 

宣言する 

(活動登録)  

• ロゴやアイコンを使い
ながら、行動する 

にじゅうまるメンバーに仲間入り 
活動と愛知ター
ゲットの関係を 
確認・助言 



愛知ターゲット実現のために： 

「忘れさせないー実行する」 

２０は多い。＝取組み状況を見える化 

ターゲットだけ＝「目標達成のための行動」に翻訳 

多様な主体の巻き込み＝企業も、自治体も、NGOも、
政府も取り組む（国民運動化） 

世界目標＝世界レベルでの展開 



NGO 

山崎川グリーンマップ 

• 山崎川の昔の様子の聞き取りと冊子作成 
 

バイオダイバーシティインフォーメーションボックス 

• 生物多様性愛知ターゲット自分ごと化計画 

なごや生物多様性保全活動協議会 

• 市民協働の生物調査・保全活動、なごや生きもの一斉
調査 

伊勢三河流域ネットワーク 

• 味わって知る私たちの海 連携認定事業 



企業 

名古屋商工会議所 
• 中小企業向け名古屋議定書・愛知ターゲットガイドブックの作成 

 

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 

• 三越伊勢丹 メリーグリーンクリスマス クリスマスチャリティキャン
ペーン 

JTBコミュニケーションズ 

• 鳴き声から生き物の種別を特定「ききみみずきん for iPhone」 

株式会社損害保険ジャパン 

•Ｗｅｂ約款で日本の自然を守ろう！ ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェク
ト 

連携認定事業 



自治体 

千葉県生物多様性センター 
• 生命のにぎわい応援団、普及啓発活動の実施 

石川県環境部里山創成室 

• 里山里海の利用保全を通じた生物多様性保全の取組 

名古屋市環境局  

• 藤前干潟の保全活用推進 

愛媛県県民環境部環境局自然保護課 

• 生物多様性えひめ戦略推進事業 



この仕組みの狙い 

• 【世界に対して】愛知目標を、行動に置き換える
ことを促進 
 

• 【登録団体に対して】地域の活動が「愛知目標達
成につながっているよ」と言ってあげる 
 

• 【日本全体にとって】誰が、どこで、どんな目標に
取り組んでいるかを見える化＝行動をはかる指
標・モニタリング 
 

• 【行動していない人たちへ】愛知目標への取り組
みかた具体事例から提供して、行動を促す 



取り組み状況の可視化 
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セクターごとの比較 
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登録後はどうなるの？ 



世界発信 



続々計画中 2013年度事業 

• 年次大会 ２０１４年２月関西 

 

• 「にじゅうまるなガイドブック（仮）」の作成 愛
知ターゲットが実現する暮らしをにじゅうまる
メンバーの活動を使って紹介。 

 

• 「市民が守る 保護地域」の特定、認定 

  市民・民間の手で、保護地域目標を25％に 



にじゅうまるプロ
ジェクト登録事業

など 

UNDB-J推奨の 

連携事業 認定 

多様な主体の連携：多くの主体の連携 
取組の重要性：種や生息地に直接・間接的効果 
取組の広報の効果：広報により、類似活動に展開 



２０２０年 
愛知ターゲットについて 

何ができて 
何ができなかったかを 

日本が責任を持ってとりまとめて、 

次の目標につなげていく。 



• 2020年に達成の○（まる） 

• 20の個別目標全てで達成の○（まる） 

 

• 世界を見据え、 

• 現場で汗をかく人々こそ･･ 

 ◯ （まる）じゃあ足りない 

   ◎（にじゅうまる）! 



２０２０年開催予定 
生物多様性のオリンピック 

IUCN第7回世界自然保護会議を 
日本に誘致しよう 


