
　生物多様性条約第10回締約国会議 
(CBD COP10) が2010年10月に名古
屋で開催されることが予定されている。
これに先立って，2009年11月19日発
行のNature誌では，生物多様性への脅
威に関する特集記事が組まれている。 
2010年5月には，生物多様性会議事務
局から「地球規模生物多様性概況第3
版」 (Global Biodiversity Outlook 3, GBO3) 
が公表され，2002年の第6回会議で
採択された目標「2010年までに生物多
様性の損失速度を顕著に減少させる」
の達成度が示された。それによれば，
合計21の個別目標のうち，「目標達成」
0，「大きな前進があった」4，「一定の
前進があった」14，「達成されなかった」
3という深刻な結果が示されている。
Nature誌でも指摘されていたが，方
策を明確にしないまま目標を設定した
ことに問題があった1)と言える。加え
て言うならば，生物多様性の現状につ
いて，われわれの認識が甘すぎたこと
も否定できない。2010年3月には，
国際自然保護連合 (IUCN) が「レッドリ
ストVer.2010.1」によって1万7,315
種の絶滅危惧種をアップデートした
が，評価を繰り返すたびに種数が微増
する傾向は現在も継続している。国内
では，2007年に環境省レッドリストが
改訂され，2010年5月には同省による
「生物多様性総合評価報告書」が公表
された。報告書では「生物多様性の損
失はすべての生態系に及んでおり，全
体的に見れば損失は今も続いている」
とされ，日本においても生物多様性の

現状は厳しい。
　生物多様性が深刻な危機を迎えてい
るにもかかわらず，その損失への歯止
めがかからない。その理由は，生物間
相互作用や生態系の複雑さだけでなく，
生態系サービスの恩恵が認知されにく
いことや，複雑な利害関係が保全事業
への合意形成を困難なものにしている
からである。ここでは，Nature誌の特
集記事，GBO3，IUCNレッドリスト，さ
らに国内の動きを踏まえ，遺伝子資源
や生態系サービスといった価値観や絶
滅の問題について概観し，生物多様性
への理解を深めたい。

生物資源

　生物多様性のもたらす恵みによって
人類社会が発展してきたことは疑いよ
うがない。ジャガイモが新大陸からヨー
ロッパに導入されたことでヨーロッパ
の食生活は大きく変化し，18～19世
紀のアイルランドでは500万人もの爆
発的人口増加をもたらした2)。植民地
時代には紅茶やコーヒーの権益が世界
の貿易経済を動かしたことからもわか
るように，生物資源は巨万の富を産み
出す。たとえば，西インド諸島植民地
におけるサトウキビ栽培は17～18世
紀のイギリス経済の根幹であった3)

し，生糸生産は明治期～昭和初期の日
本の貿易経済を支えた4)。生物資源は，
こうした直接的な資源価値にとどまら
ず，それを利用する技術にも大きな価

値を付与する。カカオ豆からココアパ
ウダーの製法を開発したのはオランダ
人のコンラート・ヴァンホーテンだ2)

が，その足跡は世界のココア産業界に
オランダ企業が君臨していることから
読み取ることができる。
　現代社会における生物資源は，生物
そのものやその産物に加えて，それら
に関わるさまざまな生産・製法技術の
特許という形によって利益を産み出す。
このことは，医薬品において顕著だ。
バイオテクノロジーの発達によってこ
れまで未開発だった遺伝子利用が可能
になると，遺伝子資源としての生物多
様性が脚光を浴びるようになった。遺
伝子資源の利用によって私たちの生活
がより豊かになると同時に，特許とい
う形でその権益を独占することができ
れば莫大な利益の獲得が可能である。
この権益問題が生物多様性条約の合意
を難解にしている。遺伝子資源を利用
する技術の多くは先進国が保有してお
り，遺伝子資源の豊富な地域は開発途
上国に集中している。開発途上国はか
つての植民地時代に大きな搾取を受け
た過去があり，先進国への富の集中と
独占を警戒している。生物多様性条約
は経済条約の側面をもっており，そこ
には上述の科学技術と遺伝子資源の南
北問題が存在する。条約の第1条にある
「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正
かつ衡平な配分」(access and benefit-
sharing, ABS) の枠組みについてCOP 
10でどこまで具体的な合意ができるの
か，議長国である日本の使命は重い。

▲▲
▲ トピ

ック
ス

深刻化する生物多様性の危機

2



生態系サービス

　生態系サービスとは人類が生態系か
ら享受する便益のこと5)であり，上述
の生物資源をはじめとする供給サービ
スのほかに，調整サービス，文化的サー
ビス，基盤サービスに類型化される
（表1）。生態系サービスの低下を招か
ないために，生物多様性の保全は重要
である。供給サービスは理解しやすい
が，残りの3つのサービスが十分に認
知されているとは言いがたい。水質浄
化や土壌浸食抑制の機能と価値は，実
際に汚染や災害が起こってその復旧と
防止に膨大なコストが必要になった場
合に認識されることが多い。花粉媒介
サービスの具体例を紹介しよう。ハウ
ス栽培のイチゴやメロンの価格には，
送粉者であるハナバチの代金が含まれ
ている。野外と違ってハウス内では花
粉媒介サービスを享受できないため
に，農家は農協から購入したハナバチ
を放虫して作物の受粉を行っているの
である。3番目の文化的サービスは金
額に換算しにくいものが多いが，多く
の観光産業はこのサービスに依存して
いる。たとえば，高額な航空料金を負
担して南西諸島のビーチに出かけるの
は，蒼い海と白い砂浜や珊瑚礁の景観
に惹かれるからであり，それらを提供
する生態系の存在なしにはこうした観
光産業は成立しえない。
　生態系サービスの多くは既得サービ
スであるため，その持続的享受には維
持努力が必要（あるいは維持コストが
かかる）という感覚に乏しい。そこで，
生態系サービスに値段をつけることに
よって，政策判断に活用しようとする
取り組みがある。コスタリカやハワイ
では，水質浄化能，治水効果，炭素蓄
積量，生物多様性などの生態系サービ

スの価格を査定し，それに基づいた地
価地図を作成して開発や保全の判断に
活用している6)。地価の高い場所の開
発抑制とその保全が進むことで，そこ
に生息する生物種を救うことが可能と
なる。しかしながら，在来生物からな
る多様性の高い生態系に比べて，外来
生物からなる貧弱な生態系のほうが水
質浄化能や炭素蓄積能で優ることもあ
りうるため，こうした価格評価は生物
多様性を無視する合理的根拠となる場
合もある6)。
　保全の一例として，ブラジルの農場
における絶滅危惧生物ゴールデンライ
オンタマリンの再導入がNature誌で紹
介されている7)。農場経営の中で絶滅
危惧生物の再導入が成功し，さらにエ
コツアーという形でこれまで未開発
だった生態系サービスを享受した例で
ある。この記事では，貧しい雇用農民
がツアーガイドを務めることで付加的
な収入を得る点を評価している。生物
多様性の破壊や過剰な搾取には，富の
アンバランスによる貧困の影がつきま
とうことを忘れてはならない。こうし
た成功例は今のところ希

け

有
う

な部類かも
しれないが，生態系サービスの新たな
価値観の発掘とたゆまない開拓努力が
これからの保全に必要な要素だろう。
さらにこの例からは，農業生態系の保
全という生物多様性の一課題が見えて
くる。現在の農耕地面積は陸地面積の
24%に達しており5)，農業活動が営ま
れる空間の生物多様性を無視すること
はできない。農耕地に特異的に依存す
る生物に対して農業依存種という概念
が提案されている8)が，営農法の近代
化や開発による環境の改変がこうした
生物種に危機をもたらしている。日本
国内では，水田雑草のデンジソウや里
草地の草花であるキキョウなどが絶滅

危惧種にリストされ9)，近畿地方の研
究例10)では水域（主に溜め池），水田，
カヤ草地といった二次的自然環境のリ
スクが特に高い（図1）。農業生態系や
林業生態系での生物多様性の保全は，
今や原生的自然の保全と同様に重要な
地球規模的課題である。日本からは，
農山村地域における生物多様性の保全
と持続的な利用をめざした「里山イニ
シアチブ」11)の取り組みが世界に発信
されている。自然と共生的であった伝
統的生活を見直すだけでなく，新たな
生態系サービスを発掘しながら地域経
済の再生をも視野に入れた意欲的な事
業であり，今後の展開に期待したい。

絶滅危惧生物

　膨大な数の生物種が絶滅の危機に瀕
していることは疑いがない。国際自然
保護連合によって絶滅のリスク評価が
行われた生物は3万663種で，このう

表1　生態系サービスの種類

〔Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005.を簡略化〕

供給サービス

調整サービス

文化的サービス

基盤サービス

▪食料，木材，繊維
▪燃料
▪生化学物質，医薬品
▪遺伝子資源
▪淡水

▪気候調整
▪水質浄化
▪洪水抑制，土壌浸食抑制
▪花粉媒介
▪疾病抑制，病虫害抑制

▪精神的・文化的価値
▪知的・教育的価値
▪審美的価値
▪レクリエーション，
　エコツーリズム

▪土壌形成
▪栄養塩循環
▪一次生産
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ちの1万7,315種 (56%) が「絶滅危惧」
と判断された12)。しかしながら，リス
ク評価がなされたのは推定記載種169
万2,352分類群のうちのわずか2%に
すぎない。ありふれた種類について今
さら評価する必要はないと思われるが，
この数字の隔たりはあまりにも大き
く，絶滅の全体像を把握しているとは
言いがたい。リスク評価が分類群の90 
%前後あるいはそれ以上でなされたも
のでは，12～32%が絶滅危惧種である
（表2）。これらの数字をもって他の分
類群も同様と考えるのは早計だが，無
数の生物種がレッドリストから漏れて
いることは容易に想像できる。このよ
うなわれわれの現状把握の不十分さと
そこから来る認識の甘さが2010年目標
の達成に失敗した要因の一つであろう。
　日本における生物多様性の危機は，
(1) 人間活動の拡大（開発・環境改変
による生息域の分断化と縮小，捕
獲・採取による個体数の減少）

(2) 人間活動の縮小（利用・管理の縮
小による生息環境の悪化）

(3) 人間によって持ち込まれたもの
（化学汚染物質，外来生物）

(4) 地球温暖化
の合計4カテゴリーに分類される13)。
これら各要因の影響力の程度とその変
遷傾向の評価結果14)では，捕獲・採
取や化学物質汚染による生物多様性の
減少にはブレーキがかかった状態だが，
開発や環境改変の脅威は依然として継
続しており，人間活動の縮小や外来生
物による脅威が強まっている（表3）。
また，環境省は2007年のレッドリス
ト改訂によって日本の絶滅危惧生物
2,955種をリストし，その主要な減少
要因が開発であることを明らかにした
（図2）。それによれば，維管束植物で
は遷移が開発に次ぐ減少要因だが，こ

図1　近畿地方における絶滅危惧植物の生育環境別のリスク
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表2　分類群の種数と絶滅危惧種の割合

哺乳類

鳥類

両生類

裸子植物

21％

12％

29％

32％

5,490

9,998

6,284

909

5,490

9,998

6,433

1,021

記載種数に対する
絶滅危惧種の割合評価種数記載種数分類群

〔国際自然保護連合 (IUCN), 2010.に基づく〕

表3　日本の生物多様性への要因別影響評価

横ばい
減少
横ばい
横ばい

増大
増大

増大
減少
増大

増大

非常に強い
中
強

非常に強い

強
強

非常に強い
中
強

中

評価期間における
影響力の大きさ

生態系の改変
野生生物の直接利用
水域の富栄養化
絶滅危惧種の減少

里山里地の利用
絶滅危惧種の減少

外来生物
化学物質
絶滅危惧種の減少

第1の危機
（人間活動の拡大）

第2の危機
（人間活動の縮小）

第3の危機
（化学物質，外来生物）

第4の危機（地球温暖化）

影響力の現在の
傾向

〔環境省 (2010) に基づく〕
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れは人間活動の縮小による里山の管理
放棄が二次的自然環境の悪化を招いた
結果と考えられる。一方，爬虫類では
外来生物の影響が顕著で，開発に次ぐ
減少要因となっている。このように，
生物群によって減少要因の特徴や影響
の程度が異なる。また，減少要因は時
代とともに変化し，絶滅危惧I類の維
管束植物ではこの10年間で開発や採
取のリスクは減少し，管理放棄・自然
遷移と動物による食害のリスクが増大
した（図3）。注目したいのは，動物に
よる食害だ。ここ20年間の全国的な
シカ個体数の増加に伴って植生の衰退
や貧困化などの深刻な影響が報告され
ている15)が，絶滅危惧植物について
も脅威となりつつあるのだ。環境省の
調査は2005年3月以前のデータに基
づくため，それ以降に食害が顕在化し
たものは含まれていない。近年のシカ
食害の報告例を考慮すると，現在はこ
こに示された数値の数倍以上の脅威と 図3　日本の維管束植物の減少要因の変化

調査グリッド中に占める割合 (％)

森林伐採・開発等

園芸・薬用採取

管理放棄・自然遷移

産地極限

踏みつけ

水質汚染・農薬汚染

動物による食害

噴火・競合・その他

不明

0 10 20 30 40 50

絶滅危惧I類 (CR) に評価された維管束植物523分類群の減少要因について，約10年間における変化を比較した
もの〔日本植物分類学会の調査を基に，藤田卓氏作成（未発表）。日本植物分類学会絶滅危惧植物・移入植物専
門委員会の許可を得て掲載〕

1986‒1995 (n = 1,568)
1995‒2004 (n = 1,516)

調査期間（グリッド数）

図2　日本の絶滅危惧種の減少要因

〔環境省 生物多様性総合評価報告書 (2010)〕
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考えるべきだろう。シカは紛れもなく
生物多様性を構成する一員であるが，
一部の地域では生物多様性の保全のた
めにその個体数抑制が不可欠な事態と
なっている。生物多様性保全の複雑な
一面がここにも存在する。
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