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地球の緊急事態 



「地球の限界」をすでに超えている 

9項目のうち、 
4つが安全域を 
越えてしまった 

(出典：Will Steffen et al. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet,2015) 



気候：世界の平均気温は上昇 

2019年の世界の平均気温
の基準値※からの偏差は
+0.43℃。 
1891年の統計開始以降、
2番目に高い値 
 
※1981〜2010年の平均値 

(出典：気象庁HP, https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html) 



  

DO NOT USE THIS SLIDE  
BEFORE  

00.01 BST, 10.09.20 

※ 対象：脊椎動物 
(哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類)4,392種、 
20,811個体群 

世界全体：1970〜2016年に  
        平均68% 減少 
 

生物多様性：過去50年で3分の2消失 

(出典：生きている地球レポート2020, WWF,2020) 

「生きている地球指数」※  

 

淡水域：1970〜2016年に  
        平均84% 減少 
 

アメリカマナティ 



(出典：Red List Index, IUCN,2020) (出典：Global Biodiversity Outlook 5, CBD事務局, 2020) 

生物分類別 地域別 

種の絶滅速度は過去1000万年間の平均の数十倍～数百倍の速さ 

「レッドリスト指標」 

動植物：800万種中約100万種がすでに絶滅の危機 
     (出典：「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価」,IPBES, 2019) 

 



 図. 人間が陸域に与える影響の度合 
(出典：Williams, B. A., et al. (2020). Change in terrestrial 
human footprint drives continued loss of intact ecosystems.) 

土地利用の変化：ダメージを受けている地域増加 

陸域の75%は改変 
熱帯林：  
1980-2000年に  
1億ヘクタール消失 

 
淡水域 
湿地： 
1700〜2000年に 
85% 以上が消失 

 
(出典：「生物多様性と生態系
サービスに関する地球規模評
価」,IPBES, 2019) 
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パンデミックの背景は
自然破壊 
 
 
 75% 

動物由来感
染症が新興

感染症に占め
る割合 

農地のための 
森林伐採 

違法・管理されない 
野生動物取引 

地球温暖化 

農業・畜産業
の生産拡大 
 

抗菌薬耐性 

 動物由来感染症を引き起こす要因 
 



森林火災の増加 

2019.7 
シベリア森林

火災 

2019.7〜11 
アマゾン大規模

森林火災 2019.9 
インドネシア泥炭・

森林火災 

2019.9〜2020.2 
オーストラリア大規模

森林火災 

2020.9 
カリフォルニア州 

森林火災 

2020年4月の世界の火
災数警報数は2019年4
月と比べ13％増加 

2020.3 
タイ森林火災 

(出典：「火災、森林、未来：暴走する危機」, WWF, 2020) 



生物多様性 
減少の原因 



人間の行動が 
生物多様性への圧力
や脅威 



生息地の消失：森林の減少は続く 

図.  世界の森林の増加と減少 
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(出典：Global Biodiversity Outlook 5, CBD事務局, 2020) 

 

黒線=増加-減少 

世界の森林の純損失 
2000-2010   520万ha/年 
2010-2020   470万ha/年 



3分の1は 
過剰漁獲状態 

世界の水産資源の動向 

(出典：Global Biodiversity Outlook 5, CBD事務局, 2020) 

 

チリの魚市場 

過剰利用：水産資源の枯渇 

過剰漁獲 

上限まで漁獲 

漁獲枠に余裕 

海洋の 66% は 人の影響下 

 
 サンゴ礁：過去150年間に50%消失 

 
  
   (出典：「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評
価」, 
         IPBES, 2019) 

 
 

 



  生息地の消失と気候変動による相乗的な悪化 

ブランブル・ケイ・メロミス 
哺乳類初の気候変動による絶滅 

農地・畜産へ転換→森林破壊、分断化。耕作地は温度が高く乾燥傾向 
 
CO2排出→温暖化→異常気象・森林火災→土地劣化、野生生物のライフサイクル影響 

(出典：Too hot to handle: A Deep dive into biodiversity in a warming world,WWF, 2020)  



環境負荷：地球1.6個分の自然資源を消費 
エコロジカル・フットプリント 
    消費・廃棄量は 
    地球の生産能力を 
    60%超過 

持続可能な 
生産と消費 

愛知ターゲット SDGs 



2030年目標 
国際的なアクション 



生物多様性の回復には、生息地の保全+持続可能な生産+持続可能な消費 

生物多様性の回復 
には、持続可能な食
の生産・消費策が必
須 

(出典：Leclère, D., et al. (2020). Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy. Nature) 





国連 持続可能な開発目標 (SDGs) 

(出典：ストックホルムレジリエンスセンター資料からWWF作成, 2016) 

健全な地球環境 
なくして、経済発展なし 
 



自然回復へ各セクターが動き始める 

政府   

企業 
市民・NGO 

「自然回復への誓約」 

「自然回復の
世界目標」 

「自然はみんな
に関わること」 

2030年までに 
生物多様性の 
回復軌道へ 



国連 生物多様性サミット9/30開催   
   - 持続可能な開発のための生物多様性に関する緊急行動 - 

グテーレス事務総長 
「自然破壊は単なる環境問題ではなく、 
経済や衛生、社会的正義、人権も関係する。
私たちは進路を変え、自然界との関係を変容さ
せなければならない。」 

9/21 国連創設75周年記念ハイレベ
ル会合にて創設75年記念宣言採択。 
具体的項目のひとつとして 
「地球環境の保全」 



国連 自然と人々のためのリーダーズ・イベント 9/28開催   
       - 各国リーダーたちの「自然回復の誓約」- 
 

78ヵ国・共同体と47市民NGOが参加 
リーダーによる「自然回復の誓約」 

画面から動
画にリンク 

http://www.youtube.com/watch?v=hXQztbmbNbk


企業が政府へ呼びかけ  9/21 
          自然回復への緊急行動を 
 

約54ヵ国600社が参加 
「自然はみんなに関わること」 

 
• 健全な社会、回復力のある経済、繁栄するビジネ
スは自然環境に依存している 
• 各国政府は、この10年間での自然損失を回復さ
せるための政策を、今すぐ採用する必要がある。 
• 共に自然資源を保全し、回復させ、持続可能な
形で利用しよう 
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 「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書政策決定者向け要約」(和訳), 
2019 , IPBES 

 地球規模生物多様性概況第５版(GBO：Global Biodiversity Outlook 5), 2020, 
CBD事務局 

 「生きている地球レポート2020 概要」 (和文ファクトシート), 2020, WWF 
 Too hot to handle: A Deep dive into biodiversity in a warming world, 

2020,WWF 
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 Leaders’  Pledge for Nature (和訳：自然回復の誓約) 
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