
酒井祥亘

生物多様性条約
第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）

　愛知県では地元でのＣＯＰ１０開催に向けて、多くの方々に生物

多様性とＣＯＰ１０について理解を深めて頂くための活動を進めて

います。地域の自然環境、生活と生物多様性との関わりなど身近

な題材を取り上げ、生物多様性の保全に取り組んで頂くきっかけ

作りのための「愛知県生物多様性キャラバンセミナー」や生物多

様性を考えるためのシンポジウムの開催、そして本会議の開催に

むけての準備を行っています。今回、ＣＯＰ１０に向けての愛知県

の取り組みについて執筆依頼を受けましたので、ご紹介させて頂

きます。

１ 生物多様性とは

　生物多様性とは、多くの種類の生き物がいること、それらがつ

ながって生態系の豊かさやバランスが保たれていること、また、

遺伝子の多様さが過去から現在、そして未来へとつながっている

ことです。現在確認されている生物数（名前のついている生物）

は約１７５万種、未確認のものを含めると約３,０００万種といわれて

います。

　生物多様性が衰退すると、すべて

の生き物にとってなくてはならない

地球上の生態系（エコシステム）の

機能が低下し、環境変化に対する回

復力や、生態系全体の生産力（生態

系サービス）が低下してしまいます。

　生物多様性には、「生態系の多様

性」、「種の多様性」、「遺伝子の多

様性」の３つのレベルがあるといわ

れています。生態系の多様性は、種

の多様性の源です。種がひとつ欠け

ても、生態系全体のバランスが崩れ

るおそれがあります。同じ種の中で

も、遺伝子の違いによって、個体の

形状や行動などの特徴が異なること

です。同種内にも多様性を持つこと

で、種が環境の変化等に対応するこ

とができます。

２ 生物多様性の恵み（生態系サービス）

　植物が作り出す酸素により呼吸し、農作物を食べ、木綿や絹な

どの繊維から成る衣服を身につけている私たちの暮らしは、生態

系サービスなくしては成り立ちません。

生態系の多様性

種の多様性

遺伝子の多様性
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　このように生物多様性

の機能には、「生物の生存

基盤」、「有用性の源泉」、

「技術開発のヒント」、「安

心安全の基礎」、「豊かな

文化の根源」があります。

３ 生物多様性の４つの

　危機

　現代は生物多様性にと

って第６の大量絶滅時代

といわれています。過去

５回の大絶滅期と異なり、

その原因が人間活動に起

因するものであり、比較

にならないほどの絶滅スピードといわれています。

　生物多様性を減少させる４つの危機とは、「人間に

よる開発や乱獲」、「里山のような人の手による管理

不足」、「外来生物などによる生態系のかく乱」、「地

球温暖化による影響」といわれています。

４ 生物多様性条約とＣＯＰ１０について

　生物多様性条約は、１９９２年のリオのサミットで採

択され、次の３つの目的を持っています。

　①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生物資源を持続可能であるように利用すること

　③遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に

　　配分すること

　２０１０年１０月に愛知県名古屋市で「生物多様性条約

第10回締約国会議（ＣＯＰ１０）」が開催されます。ＣＯ

Ｐ１０では、２００２年のＣＯＰ６で採択された２０１０年目標

（締約国は、現在の生物多様性の損失速度を２０１０年

までに顕著に減少させる）の検証やポスト２０１０年目

標の設定などについて話し合われることとなっています。

・開催時期　

　ＭＯＰ５（カルタヘナ議定書締約国会合）

　　　２０１０年１０月１１日（月）～ １５日（金）

　ＣＯＰ１０（生物多様性条約締約国会議）

　　　２０１０年１０月１８日（月）～ ２９日（金）

・開催場所　　

　主会場　名古屋国際会

　議場（名古屋市熱田区）

　関連会場　愛・地球博

　記念公園、東山動植物

　園等

・参加規模　

　約７,０００名（国連関係者、各国政府関係者、ＮＧＯ、

　一般参加者等）

５ ＣＯＰ１０と愛知・名古屋

　愛知・名古屋はＣＯＰ１０開催にあたり、開催地とし

て以下の役割を果たします。

♦万全の態勢で国際会議を支援します。
・宿泊施設情報の提供、ボランティア配置、警備協

　力、災害対策、救急対応など

・環境への配慮（グリーン電力の活用、３Ｒ、ハイ

　ブリッド車、燃料電池車等の活用等）

♦愛知・名古屋、そして日本の魅力を国内外に広く発
　信します。

・自然・歴史・文化等を体験・体感できるエクスカ

　ーション、環境技術の情報発信など

♦自然と共生する地域づくりに向け、地域からの行動
　を展開します。

・自然と共生する地域づくりなどをわかりやすく、

　楽しみながら体験できるプロジェクトの実施

・２００９年「国際生物多様性の日」記念行事、開催

　１年前記念行事などの開催

・多様な主体の取組への支援・協力（企業、学術、

　ＮＧＯ／ＮＰＯ）、成果発信への支援

♦さまざまな主体と連携
　し交流を深め広げます。

・白鳥地区、愛・地球

　博記念公園、栄地区

　において発表・交流

　の機会創出

♦多彩な関連事業を併催
　します。

・多 様 な 主 体 が 参 加

　する会議の開催（国

　 際 自 治 体 会 議 、 子

　ども・青年会議等）

・生物多様性の普及、

　啓発（講演会、シン

　ポジウムの開催等）

・企業、ＮＧＯ、学術

　等フォーラムの開催

　など

（さかい　よしのぶ、

　　　　　愛知県環境部環境政策課 国際会議準備室）

有用性の源泉　食糧

有用性の源泉　医薬品

技術開発のヒント　新幹線

名古屋国際会議場

ＣＯＰ総会（ドイツ・ボン市）

交通案内のボランティア

自治体会議（ドイツ・ボン市）



　私たちが暮らしている都市は、地球の全陸地面積の

約３％を占めているだけです。そこに地球上の全人口

の約５０％の人々が暮らし、一方では、人との関わり

でヒートアイランドなどの環境問題があります。解決

の一歩として、「人も自然の一員」であり、人と自然

とのつながりを理解することが大切なことと思います。

　名古屋の自然はわずかです。しかし、東山の森（東

山動植物園を含む）は約４１０haもあり、都市の森とし

て名古屋の宝です。ここをフィールドとして生き物の

多様性・命（いのち）のにぎわいと人と生き物の大交

流を行っております。言い替えると、生態系保全活動、

森づくり、市民による調査活動をしております。

● 森づくりと里山生態系の保全活動について

　東山の森も
,
６０年代から放置され、竹の侵入や常緑

樹の成長で暗く荒廃し、ギフチョウなどは姿を消し、

湿地は土砂が堆積しており、貴重な生態系を失いつつ

あります。

　４年目の湿地には、サワギキョウ、ヒメタイコウチ

やホトケドジョウの生育地が確保されつつあります。

● 灯火採集による、棲息生物調査を２００６年から

　多くの人に森や虫の大切さを伝えようと考え、市内

の他の緑地とも連携して年２回の灯火採集による調査

を実施しております。採集された虫たちから、虫と森

の関係も知ることができます。虫の専門家の支援があ

ってなりたっております。

●なごやの森づくりパートナーシップ連絡会とは

　なごやの森づくりパートナーシップ連絡会は、名古

屋市と協働で保全活動をしている３０の団体と森づく

りの課題を検討しております。東山の森づくりの会も

加盟しております。多くの団体は竹の除伐や湿地保全

活動をしております。まさに種の地域保全の最前線を

担っております。また、灯火採集や外来種などの調査

活動なども連携することができます。他にフィールド

訪問や、今年は生物多様性条約についての研修会も行

いました。

● 名古屋ため池生き物いきいき計画事業

　環境省の生物多様性保全推進支援事業の一つで、東

山新池など１０カ所のため池で国内移入種や外来生物

防除対策と在来種の生物多様性保全施策を推進するた

めに日本野鳥の会、名古屋昆虫同好会、ため池の自然

研究会、日本カメ自然誌研究会などの専門家の協力の

もとに市民調査員による名古屋のため池保全への大き

な一歩を踏み出しました。

 

● 仮）生物多様性センター創設を提案中

　生物多様性締約国会議を開催する愛知県と名古屋市

には自然史博物館がありませんが、東山の森から発す

るさまざまな活動は、結果的に仮）生物多様性センタ

ー創設の必要性を明らかにするものでした。今、賛同

者の環の拡がりの中で都市の森に係わっております。

（たきかわ　まさこ、なごや東山の森づくりの会代表）

湿地保全
　堆積した土砂を掘りあげ、
土のうを積み上げて、７段
の棚田湿地の生態系の再生
活動を冬期に行っています。

灯火採集
　夏休みに、子ども東山の
森づくり隊も参加しての灯
火採集をします。ここで、
初めてセミの羽化に出会う
子たちもいます。

展翅作業
　灯火採集の翌日は虫の展
翅をして標本を作製します。
毎年、若者たちがボランティ
アで参加し展翅指導が行わ
れます。

東山新池の池干し
　イシガメ、メダカなどの
在来種とアカミミガメ、オ
オクチバス等の外来種やフ
ナやスイレンの移入種も確
認されました。

なごや東山の森から生物多様性へ５つの挑戦
滝川正子



再生紙を使用しています

　２００９年 矢作川「川会議」のご案内

主催／矢作川「川会議」実行委員会、矢作川学校 

後援／国土交通省豊橋河川事務所、愛知県豊田加茂

　　　建設事務所、豊田市 

◆お申し込み・お問い合わせ 

　豊田市矢作川研究所（☎ ０５６５-３４-６８６０） 

◆開 催 日：矢作川の日（５月の第２土曜日） 

　　　　　　２００９年５月９日（土） 

◆開催場所：矢作川  越戸公園・古鼡水辺公園 

◆開催内容： 

【イベント】９：００～１２：００　越戸公園

　子どもアマゴ釣り大会　参加費１００円 

【シンポジウム】１４：００～１７：００　古鼡水辺公園

　テーマ『矢作川の風景と生物多様性』
【交流会】１７：１５～　古鼡水辺公園　参加費１,５００円

 

　研究所HPをリニューアルしました！

　楽しい出会いと
　　　　　　夢を有難う

http://yahagigawa.jp/（URLの変更はありません）

　必要な情報を探しやすいように、トップページの

デザインを大幅に変更しました。また、研究所の日

常的な活動をお伝えするNews& Topicsのコーナーを

新設しました。

　今後とも、見やす

く内容の充実したホ

ームページになるよ

う努力していきたい

と思っていますので、

どうぞよろしくお願

い申し上げます。な

おHPに関するご意見、

ご感想がありました

らお知らせ頂ければ

幸いです。

第５回「矢作川 森の健康診断」のお知らせ

　市民の手で人工林の

健全度を調査する「矢

作川 森の健康診断」は、

過去４回で流域の人工

林約９万haのほぼ全域

にあたる２８０地点で実

施しました。第５回の

今年は豊田市に戻って

開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

◆日　　時：２００９年６月６日（土） 

　　　　　　９:３０集合（１７:００頃解散予定）

◆集合場所：豊田市足助支所（愛知環状鉄道豊田市

　　　　　　駅からの送迎バスも利用可）

◆参 加 費：５００円

◆募集締切：５月１０日（日）（消印有効）

◆申込方法：http://mori-gis.org/ をご参照ください

後記
　Rioでは今月号より来年
1 0 月 に 迫 っ て き ま し た

「COP10」の開催に合わせ、
「生物多様性」の保全って
なぜ重要なの？何をした
らいいの？などの疑問に
対して、多方面で活躍さ
れている方々の考え方や
取組みを不定期でお届け
する予定です。（白）

　小さな生物の小さな生命。それ

も命。大切な命。そんなことを教

えてくれて、皆さん有難う。

去り行く前所長 水谷　清

今年度より柴田一美が所長として着任
しましたので、来月号でご挨拶させて
頂きます。 横岳よりの大川入山 2006.5.4


