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21世紀環境立国戦略と自然共生社会 
 2007年6月「21世紀環境立国戦略」

が第一次安倍内閣で閣議決定される 
 地球温暖化の危機、資源の浪費による

危機、生態系の危機の深刻化を認識 
 低炭素社会、循環型社会、自然共生

社会の統合による「持続可能な社会」 
 自然との共生を図る智慧と伝統を現代

に活かした美しい国づくりを提唱 
 「SATOYAMAイニシアティブ」を世界に

提案し、自然共生社会実現を目指す 
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 2007年当初の3社会像の統合(環境省) 

 



日本の里山・里海評価（JSSA） 
 国連大学高等研究所が中心となって、

ミレニアム生態系評価(MA)のサブグロー
バル評価に準じた里山・里海の評価を
実施 

 200名を超える国内外の研究者の執筆
とレビューによる国およびクラスターの評
価を実施 

 2007年3月に開始し、2010年10月の
生物多様性条約第10回締約国会議
（CBD/COP10）でその成果を報告 

 過去50年の里山・里海の変化を踏ま
え、変化への対応を評価し、4つの将来
シナリオを提示 

 国連大学出版会と朝倉書店から、それ
ぞれ英語と日本語の図書として出版 
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生物多様性条約COP10と 
SATOYAMAイニシアティブ 

 遺伝資源へのアクセスと公平な利益配
分に関する名古屋議定書の採択 

 2020年を短期目標、2050年を長期 
  目標とする愛知目標が採択される 
 2050年までに「自然と共生する世界を

実現」することで国際的に合意 
 SATOYAMAイニシアティブ国際パート

ナーシップ(IPSI)が正式発足 
 環境省からの任意拠出金で、国連大

学高等研究所がIPSI事務局を運営 

 

IPSI発足式(愛知県名古屋市） 

4 SatoyamaとMaeulsoopの比較セ ミナー ディスカッションの様子（ICRAFで） ナイロビのICRAFで開催されたIPSI２ 



国際生物多様性年と 
国連生物多様性の10年 

  2010年12月に石川県金沢市で国際
生物多様性年のクロージングイベント
開催 

 「能登の里山里海」と「トキと共生する
佐渡の里山」を世界農業遺産GIAHS
に申請することを公表 

 CBD/COP10の勧告を受け、国連総
会で「国連生物多様性の10年」
UNDBが採択される 

 UNDBが、2011年から2020年までの
愛知目標（短期目標）達成に向けた
のマイルストーンに 

 国連生物多様性の10年のキックオフイ
ベントを、2011年12月に再び金沢市
で開催、生物多様性に関する「石川
宣言」を採択 

 

石川宣言、金沢市(2011年12月） 

石川県能登の棚田 
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世界農業遺産 
（Globally Important Agricultural Heritage System） 

 2002年のヨハネスブルクサミットを契機に
FAOが始めたイニシアティブ 

 持続可能な開発に貢献する伝統的な
農業土地利用システムを認定する仕組 

 動的な保全の考え方に基づき、生きた
システムとして未来につなげていく 

 2011年5月に北京で開催されたGIAHS
フォーラムで能登と佐渡が認定される 

 2013年5月には、石川県の能登（輪島
市）でGIAHSフォーラムを開催 

 

中国の 
GIAHS 
サイト 

ハニの棚田 
（中国雲南省） 

世界の 
GIAHS 
サイト 
分布図 

 GIAHSの認定サイトは現在19サイト 
 地域別には、アジアが全体の６割 
  （アフリカ3割、南米1割） 
 日本以外は新興国・途上国に所在 
              (2013年1月現在）   6 



東日本大震災の発生と 
生物多様性国家戦略2012-2020の策定 

 CBD/COP10における愛知目標の採択
を踏まえて、日本の生物多様性国家戦
略の見直しに着手 

 東日本大震災の発生は、生物多様性
国家戦略の見直しにも大きな影響をも
たらす 

 恵みであると同時に脅威でもある日本
の自然に対し、感謝と畏敬の心で接す
ることを認識 

 国家戦略のサブタイトルを「豊かな自然
共生社会の実現に向けたロードマップ」
とする 

 2012年9月に閣議決定され、翌10月に
インドのハイデラバードで開催された
CBD/COP11で公表 
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生物多様性 
国家戦略 

パンフレット 

 



レジリエントな 
自然共生社会の構築を提案 

 リオ＋20国内準備委員会で、東日本
大震災の経験を世界と共有する意義
を認識 

 リオ＋20のサイドイベントでは、自然共
生社会の実現がグリーン経済に貢献
することを主張 

 アマゾンのトメアスで日系ブラジル人が
営むアグロフォレストリーは、自然共生
社会を通じたグリーン経済のモデル 

 レジリエンス、ニューコモンズ、ニュービジ
ネスモデルが、自然共生社会実現の
キーワードに 

 長期的な環境変動（気候変動等）と
短期的な環境変動（自然災害等）の
両面に適した地域のレジリエンス強化
戦略の必要性 
 

アグロフォレストリー 
（ブラジルナッツとカカオの林） 

RIO+20  サイドイベント講演風景 
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三陸復興国立公園の指定 
と自然共生社会の構築 

 国立公園
構想図 

田野畑村のサッパ船アドベンチャー 

 陸中海岸国立公園を拡充して三陸海
岸国立公園とする従来の構想を大きく
見直し 

 2013年3月中央環境審議会自然環
境部会が「三陸復興国立公園」の指
定を答申 

 森・里・川・海のつらなりに注目し、その
連環の再生を、国立公園の大きなテー
マに 

 里山・里海フィールドミュージアムや、総
延長約700kmにおよぶ「みちのく潮風
トレイル」を整備 

 三陸ジオバーク構想とも連携し、震災・
津波の経験を次世代に引き継ぐことが
重要 
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九州・沖縄における 
国立公園拡充に向けた取組 

 2012年3月、霧島屋久国立公園を
再編し、霧島・錦江湾国立公園を
拡充 

 錦江湾の公園区域の拡大は、海域
の10％を保護区域にすることを目指
す愛知目標の実現にも貢献 

 奄美諸島を近い将来国立公園に指
定し、 奄美・琉球の世界自然遺産
登録を目指す 

 原生的な自然の保護とともに、外来
種対策（とくにマングース駆除）が、施
策の焦点に 

 慶良間諸島周辺の海域（珊瑚礁）
を中心に国立公園に指定する方向
で検討中 

 

錦江湾 

写真提供：ＮＰＯ法人くすの木自然館 

奄美・ 
金作原の 
照葉樹林 

10 

 



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ホーム（IPBES） 

 2012年5月、パナマで開催された
IPBES総会において正式にIPBESの
発足が決定 

 2013年1月、IPBES事務局設置が
予定されているドイツのボンにおいて
第一回総会を開催 

 国連大学、東大IR3S、UNESCO等
は、IPBESにおけるアセスメントの議論
をリード 

 サステイナビリティ学の観点から、自然
科学と人文社会科学の統合、伝統
的知識活用の重要性を強調 

 2013年6月9-11日には、国連大学
で、UNESCOとの共催による「伝統的
知識に関するワークショップ」を開催 

 サイドイベントでの講演（Bonn) 11 

人間の 
福利 

制度、 
意思決定、
変化要因
の影響 

生態系
サービス 

その他 
産物と
サービス 

財とサービス 

人工的・
金銭的な
豊かさ 

生物多様性と
生態系機能、 
自然的豊かさ 

社会の生産基盤 
IPBES 
フレームワーク 

 



ご清聴ありがとうございました 
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