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提言の要旨 

 
1．実施を強化するための戦略 

 

各国レベル 

 
IUCN は、COP10 が締約国に対して以下の点を要請することを呼び掛ける。 

 保護地域作業プログラム（POWPA）の構成要素２のより効果的かつ持続可能な生物多様性保全

の達成における重要性を踏まえ、特に PA のガバナンスの質を高め、暮らしや自然資源へのアク

セスの改善、PA に由来する便益の衡平な配分を改善するガバナンス体制を確保する方法で PA

管理・ガバナンス構造における先住民や地域コミュニティの十分かつ有意義な関与を伴う効果的な

実施に向けて尽力する。 

 

IUCN は、締約国に対して以下の諸点を呼び掛ける。 

 PA の代表システムを整備するために国家ギャップ分析（NGA）を実施するという彼らのコミットメン

トを完遂し、こうした分析が、既存のデータベース（IUCN レッドリストなど）や方法論（重要生物多様

性地域など）などのベスト・プラクティスを十分に活用することを確保する。  

 PAの連結性を維持するツールとしての生態系アプローチの適用とより広いランドスケープ・シース

ケープへの計画策定・管理への大規模な統合を優先し、国家PAシステムを促進する。 

 国家生物多様性戦略・行動計画だけではなく、関連の社会、経済、開発計画に効果的にPA計画・

戦略を統合する。 

 PAに生活を依存することが多いPA内部や周辺の住民への影響を回避する、もしくは 小化するた

めに、不適切なPA管理や開発プロジェクトに起因する社会、文化、経済への影響を評価するPAの

社会影響評価の実施を通じて、社会ベースラインと参加型モニタリング手順を整備する。 

 PAの計画策定・管理と国家気候変動緩和・適応戦略および行動計画の間の相乗作用を促進す

る。 

 景観規模の生態系の完全性や生態系の回復力、持続可能な暮らしの維持におけるPAの役割を

はじめとする、生物多様性およびPAが社会に提供する価値・利点に関する理解をさらに促進す

る。 

 NGOや国際機関、国内外の主要な関係者の支援のもとに、国家・準国家レベルで能力開発ワーク

ショップを実施する。 

 

地域レベル 

 
IUCNは、COP10が締約国に対して以下の点を促すことを推奨する。 

 陸域、海洋、内陸水の各生態系に関する地域イニシアティブを整備し、越境協力および連結保全

イニシアティブの設計・実施を促進する。このようなイニシアティブは、グッドガバナンスおよび関係

者の情報提供・レビューにおける透明性の高いメカニズムの活用という原則に基づくものでなけれ

ばならない。 
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IUCN は、ドナー国および NGO、その他資金提供機関に対して以下の点を呼び掛ける。 

 能力開発、教訓の交換のためのネットワーク構築、ツールや手法、標準の整備を通じて地域イニシ

アティブおよび越境 PA 協力をさらに支援するために、地域・準地域技術支援ネットワークに対して

資金を提供する。 

 

全世界レベル 

 

IUCN は、COP10 が締約国に対して、以下の諸点を推奨することを呼び掛ける。 

 いかに POWPA の実施がミレニアム開発目標の達成に貢献しているかを評価し、文書化し、広く普

及する。 

 関連する地域・国際条約、協定ならびに国際プログラムとの連携を促進・支援し、実施を促す。 

 世界的データベースと地域データベース（IUCN や UNEP-WCMC、IABIN、POWPA-CBD、EEA、

RedLac、NatureServe によるものなど）の統合を促し、資金を提供し、POWPA の実施の効果的か

つ客観的なモニタリング・報告を支援する。 

 

2．さらに重視されるべき課題 
 

生物多様性保全 

 

IUCN は、COP10 が締約国に対して以下の諸点を強く要請することを呼び掛ける。 
 絶滅危惧種を支えている地域を保護し、特に被覆が十分ではない生物圏（海洋、内陸水生態系、

島嶼、山岳地域、熱帯雨林、温帯草地、北方林など）の保護を強化するために、IUCN の幅広い

PA 管理カテゴリーを活用し、PA の被覆面積の拡大を優先し、加速する。 

 絶滅ゼロ同盟によって特定された重要生物多様性地域の“氷山の一角”の地域の保護に迅速に

注目する。 

 PA の管理効果を強化するために必要な取組みを優先し、すべての PA が 新の管理計画を備

え、それが確実に実施されているなど、既存 PA および新規 PA がその設立の目的を満たすことを

確保する。 

 

海洋保護地域（MPA） 

 

IUCN は、COP が締約国に対して以下の諸点を要請することを推奨する。 
 新規 MPA および MPA ネットワークの設立・管理に向けた取り組みを促進し、海洋の重要生物多

様性地域と各国の領海内外の十分に保護されていない沿岸・海洋環境にある生態系が豊富な地

域を保護する。 

 UNEP/CBD/COP/10/3 の付属書 XIV/4 第 19 段落の提言のとおり、決議 59/24 によって UNGA

が設立した国連アドホック非公式作業部会の範囲内において、効果的な国際連携努力を早急に実

施し、公海の海洋保護地域の指定を模索する。 

 漁業の維持、生活の向上、気候変動に関連し増加している自然災害リスクに対する沿岸地域の保

護における MPA の重要性を踏まえ、総合沿岸圏管理計画の設計・実施において MPA を中心的

なツールとして確実に活用する。 

 

IUCN は、ドナー国および NGO、その他資金提供機関に以下の諸点を呼び掛ける。 

 特に 貧国、発展途上島嶼国、経済移行国をはじめとする締約国による、新規 MPA および MPA

ネットワークの設立ならびに効果的な管理とグッドガバナンスのための能力開発を支援する。 

 IUCN や特に WCPA Marine に関連するもののような技術ネットワークの取組みを支援し、MPA 設

立に関する CBD 目標達成を目指した国家、地域、国際努力に対する効果的な情報提供を実現す

る。 

 

持続可能な資金調達 

 

IUCN は、締約国に対して以下の諸点を強く呼び掛ける。 
 PA に費やされている世界的な資金に関する近年の研究調査による推計値 300－400 億米ドル

は、PA の世界的ネットワークの効率的管理には不十分であることを良く考慮し、現在の PA の世

界的ネットワークでさえ生物多様性条約目標の達成にはいまだ不十分であることを十分に認識す

る。 

 GEF および GEF の実施機関に、UNEP/CBD/COP/10/3 の附属書 XIV 第 12 段落の要請のとお
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り、POWPA の実施に向けた国家行動計画のため支援提供を簡素化するよう要請する。 

 PA が気候変動適応・緩和に貢献する場合、気候変動資金の利用が適格であることを決定する。 

 POWPA の実施を支援する資金源の多様化に関する教訓を活用する。こうした資金源には、を含

む市場メカニズム、非市場メカニズムが含む生態系サービスへの代償措置などが含まれるが、こ

れに限られるものではない。 

 先住民や地域共同体の自由で事前の情報に基づく完全な合意をもって、民間部門や公衆衛生な

どの非伝統セクターが関与する革新的な資金メカニズムのオプションを模索し、PA の効果的な計

画策定・管理を支援し、POWPA の実施に貢献する。 

 

気候変動 

 

IUCN は、COP10 が締約国に対して以下の諸点を促すことを推奨する。 
 “Natural Solution” (IUCN-WCPA、TNC、UNDP、WCS、WB、WWF,2009 年)の成果・提言を考慮し、

気候変動緩和・適応戦略における PA の役割への理解を深める。さらに “Connectivity 

Conservation Management – A Global Guide”(IUCN WCPA)は、大規模な連結保全イニシアティブ

の整備を通じて、PA 管理者がどのように気候変動緩和・適応を支援できるかを示した実際的なガ

イダンスを提供する。 

 IUCN の幅広い PA 管理カテゴリーを活用し、大規模な PA の設立を優先・加速し、生態系の回復

力を強化する。 

 UNEP/CBD/COP/10/3 附属書 XIV/4 の第 13(c)、(d)、(e)段落、第 14 段落、第 15 段落に提案さ

れている行動を特に優先し、効果的かつ衡平な実施を広く支援・追及する。 

 

管理の有効性 

 

IUCN は、COP10 が締約国に以下の諸点を推奨することを呼び掛ける。 
 PA のガバナンス、社会影響・便益に関する情報を保護地域モニタリングおよび評価プロセスに統

合するとともに、PA 管理の有効性評価の重要な要素として PA の社会的評価（SAPA）を十分に検

討し、プログラム構成要素２の実施を支援する。 

 保護地域、公平性、生活タスクフォース（PAEL）、UNEP-WCMC Vision 2020 プロジェクト、環境と開

発国際協会（IIED）貧困と保護ラーニンググループ、CARE International and The Nature 

Conservancy(TNC)が開発したツールと方法論を PA の社会的評価（SAPA）に適用することを検討

する。 

 

保護地域の生態系・生息地の復元 

 

IUCN は、COP10 が締約国に以下の諸点を要請するよう呼び掛ける。 
 UNEP/CBD/COP/10/3 附属書 XIV/4 の第 23(a)、(b)段落に提案されている行動の効果的な実施

を全面的に支持・追及する一方で、ランドスケープ・シースケープが既に劣化している場合のひとつ

のオプションとして復元を捉える。優先事項は、自然の生態系に影響を及ぼしている脅威への対応

である。 

 都市や都市住民、PA、重要生物多様性地域、持続可能な方法で管理された生産的ランドスケー

プ・シースケープなどの生物多様性保全に貢献するその他の地域の間の相互関連性が、生態系

回復を促進し、生物多様性保全や炭素隔離を促す一方で貧困削減に貢献する機会を提供するこ

とを明確に認識する。 

 

ガバナンス、参加、衡平と利益配分に関するプログラム構成要素２ 

 

IUCN は、締約国に以下の諸点を要請する。 
 POWPA のレビューにおいて重要性が高いながら も成果がみられない要素とされていることを踏

まえ、プログラム構成要素２の全面的かつ効果的な実施とモニタリングに向けて努力する。 

 CBD の第 11 番目の個別目標を達成するために、既存の PA および新しい PA、MPA を含む拡大

国家 PA システムへのプログラム構成要素２の実施を全面的に検討する。 

 

IUCN は、締約国に以下の点を呼び掛ける。 
 プログラム構成要素２の実施の促進において、IUCN の WCPA/CEESP が共同して「先住民と地方

共同体、公平性と保護地域 に関するテーマ」(TILCEPA)の元で開発した、先住民および地域コミュ

ニティの保全地域（ICCAs)、保護地域の社会的評価（SAPA）などの PA のガバナンスに関するツー

ルや方法論を活用する。 
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報告 

 

IUCN は、締約国に以下の諸点を呼び掛ける。 
 各国による POWPA 実施の報告枠組みは、測定可能で客観的な指標を利用し、簡潔性と客観性

のバランスを保たなければならないことを考慮する。IUCN は、各国における POWPA 実施の客観

的なモニタリングと詳細レビューの成果を踏まえたものである限り、各国による報告のための簡潔

なテンプレートを採用する価値を認める。 

 UNEP/CBD/COP/10/3 附属書 XIV/4 の第 28(c)、(d)段落で提案されている行動を効果的に実施

する。IUCN は、POWPA 実施のモニタリングおよびレビューが、オープンで参加型かつ透明性の高

い客観的なプロセスを通じてすべての主要関係者の関与を得て行われることが不可欠であると捉

えている。 

 

目標と達成期限に関する課題 

 

IUCN は、締約国に以下の点を呼び掛ける。 
 CBD 戦略計画（2011 年～2020 年）の目標 11 に関する以下の IUCN の提案を採択する。「遅くとも

2020 年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の 25％、また沿岸域・海域の 15％、特に、生物多様

性にとって重要な地域が、包括的で、かつ生態学的に代表性を持った良く連結されたシステムによ

り、効果的に管理されよく統治された保護地域を通じて保全され、また、より広域の陸上景観又は

海洋景観に統合される。」 
 

 

はじめに  
 

保護地域（PA）は、生物多様性条約および国

連ミレニアム開発目標の目標達成にとって欠

かせない手段であるとされている。 

  

効率的かつ公平に管理統治されたPAは、世

界的に生物多様性保全の もコスト対効果

の高いツールの一つであり、同時に、特に地

方レベルにおいて、人々の暮らしや福利に貢

献するものである。PAは、生息地における

(in-situ)自然環境保全ならびに生態系の回復

力と生態系サービスの供給の維持に向けた

取り組みの核であり、飲料水の供給、食糧生

産、公衆衛生そして自然災害影響の軽減に

不可欠である。PAが気候変動の影響緩和と

適応において重大な役目を果たしているとい

う認識もますます高まっている。PAの世界的

ネットワークには、陸域の炭素の少なくとも

15％が貯蔵されていると推測されている。 

  

各国政府は、地球の陸域面積のほぼ14％に

相当する地域をカバーする、14万のPAの設

立に尽力してきた。これは、生物多様性保全

に配慮した土地利用への取り組みの大部分

を占める。CBD POWPAには真摯な注目が集

まり、CBDの作業プログラム（POW）のなかで

も も成功しているもののひとつとなっている。

IUCNは現在、プログラムの構成要素２の実

施およびモニタリングの促進を優先事項とし

て、POWPAの完全実施に向けてさらなる努

力を促している。 

 

COP決議VII/28で提言されたとおり、

IUCN/WCPAは保護地域管理カテゴリー適用

ガイドライン（IUCN2008）を修正したことを報

告する。IUCN/WCPAはまた、連結保護管理

（Connectivity Conservation Management）お

よびPOWPAに関わる幅広い課題に関するガ

イドラインを開発した。WCPA/CEESPの共同

プログラムである「先住民と地方共同体、公

平性と保護地域に関するテーマ」(TILCEPA)

は、先住民および地域共同体の保全地域

（ICCA) と保護地域の社会的評価についての

ガイドラインを作成した。IUCN環境法センター

（ELC）は、環境法委員会（CEL）、WCPA、

CEESPと連携し、将来のPA法制度改正の基

盤となる保護地域法制度ガイドライン

（Protected Areas Legislative Guidelines）策

定の 終段階に入っている。生態系回復、気

候変動の緩和・適応に関する技術ガイドライ

ンもまもなく開発される予定である。 

  

IUCNは、WCPAを通じて積極的にPOWPAの

次フェーズへの提言づくりに参加してきた。こ

うした提案は、IUCNとSCBDが主催し、ホスト

国となった韓国政府の厚意と多数の締約国

の支援により開催された「Futures Workshop」

（韓国済州島、2009年9月）の成果である。詳

細については

http://cmsdata.iucn.org/downloads/the_futur

e_of_powpa_workshop_11_09.pdfを参照のこと。 
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1． 実施強化のための戦略 
 

各国レベル 

 

現在、生物多様性や気候変動の危機は加速

しており、迅速かつ協調した取り組みが必要

である。IUCN にとって POWPA は、有効な

PA 計画の策定や管理を通じて、この緊急課

題に取り組むための触媒である。こうした中、

締約国は、より効果的かつ持続可能な生物

多様性保全の達成における重要性を踏まえ、

また PA のガバナンスの質を高めるために、

プログラム構成要素２の効果的な実施に向け

て努力を進める必要がある。このようなガバ

ナンスは、PA 管理への先住民や地域共同体

の十分かつ意味のある関与と、生活や PA に

由来する便益の利用および衡平な配分を改

善するようなガバナンス体制を常に保障する

ものでなければならない。 

 

ベスト・プラクティスに基づき、既存のデータベ

ース（IUCN レッドリストなど）や方法論（重要

生物多様性地域など）を利用した国家ギャッ

プ分析（NGA）を根拠とする提言の効果的な

実施も欠かせない。こうした中、締約国は新し

い海洋保護地域（MPA）の設立(および実現

可能であれば既存の MPA の拡大) を優先し、

国家ギャップ分析の結果に基づき、陸域の保

護地域システムを整備する取り組みの完遂を

進めるべきである。なお、淡水生態系や島嶼、

山岳、熱帯雨林、熱帯や亜熱帯針葉樹林、

北方林や温帯草地といったこれまで十分に保

護されてこなかった生物群系に関わる PA 整

備も検討すべきである。IUCN は、新しい PA

の整備や PA システムの拡大にあたっては、

グッドガバナンス、参加、衡平な利益配分の

原則を効果的かつ十分に適用すべきである

ことを強調する。 

 

IUCN は、連結保全イニシアティブを通じて、

陸海域の重要な地域を対象とする大規模な

包括的保全・管理を行うといった、PA の連結

を支援する。こうしたイニシアティブは、プログ

ラム構成要素２に記載された原則に基づくべ

きである。 

 

IUCN は、POWPA 行動計画を国家生物多様

性戦略や気候変動の緩和策、適応策へ統合

することを支持する。開発プロジェクトによる

PA 内の生物多様性や隔離されている炭素へ

の影響を 小化するために、国家レベルの

経済計画、開発計画に PA 戦略を統合するこ

とも優先事項である。残された厳正自然地域

や重要生物多様性地域、その他顕著な保全

価値のある地域、新規 PA 設立予定地、連結

保全イニシアティブ開発地域に対するプロジ

ェクトの潜在影響は避けるべきである。その

ために、IUCN は PA 管理者と国家当局、地

域当局、地域共同体、経済セクターの間の相

互対話を促進し、利用をめぐる既存の争いや

新たな紛争の発生を軽減し、衡平かつ持続

可能な生活のオプションの実現を支援し、生

態系サービスや回復力の維持を支援する。ま

た、PA の貧困削減に対する利益を 大限活

用するために、貧困削減計画に PA 戦略を統

合するとともに、文化・自然遺産の維持にお

ける PA の役割と PA がもたらす価値とサー

ビスに関する認識と意識をさらに促進するた

めの教育プログラムと戦略に PA 戦略を統合

することを奨励する。 

 

IUCN は、POWPA 実施を積極的に進める熱

心な個人や組織により形成される国レベルの

“Friends of POWPA”ネットワークを支援する。

ただし、これらのパートナーシップには、特に

地域共同体や先住民組織はなどの市民社会

のさらなる関与が不可欠である。これにより、

国レベルでは遅れているプログラム構成要素

２の実施にさらに貢献することができる。 

 

IUCN は国レベルの“Friends of POWPA”の

取り組みの強化を求める。この中心となるの

は、POWPA が実際に実施される国、地方で

の能力開発プログラムの整備・実行である。 

 

地域レベル 

 

IUCN は、IUCN 管理カテゴリーとガバナンス・

タイプのすべてを活用し、これまであまり対象

とされてこなかった生物群系やその他の重要

生物多様性地域の保護水準の向上を目的と

する、地域及び準地域イニシアティブの整備・

実施を支援する。IUCN は締約国に対し、これ

らのイニシアティブを利用し、可能な場合越境

協力を進めるよう呼びかける。連結保全イニ

シアティブの設計や実施によって、IUCN は締

約国に対し、PA の内外における生物多様性

保全に貢献し、包括的に生態系を維持し、回

復力を促進し、気候変動の緩和・適応戦略を

支援するよう強く求める。 
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世界レベル 

 
生物多様性の保全と持続可能な利用におい

て PA が果たす重要な役割への意識を高め

る革新的な方法の模索が、政策・意思決定者

さらには市民社会全体による取組み・支援を

促進するために急務である。 

 

特に、PA の社会的評価（SAPA）の枠組み、

基準、ツール、指標をさらに開発、適用するこ

とや、こうした指標を PA 管理の有効性を評

価含めていくことが急務である。世界保護地

域データベース（WDPA）に社会的評価の情

報を含めることも推奨される。 

 

社会的評価や管理の有効性評価による提案

を検討し、POWPA のその他の評価（持続可

能なファイナンスなど）に取り入れ、このような

提言を実施するための資金配分のガイドとす

べきである。 

 

IUCN は活動の効果を改善するために、他の

環境条約、協定やプログラム（ラムサール条

約、ユネスコ世界遺産条約、ユネスコ MAB プ

ログラム、UNFCCC、UNCCD など）や他の

CBD 作業プログラムとの協調のもとに

POWPA を実施する重要性を強調する。 

 

また、締約国には 2014 年の IUCN 世界公園

会議への参加・支援を促し、これを POWPA

に関する成果、特にポスト 2010 年戦略計画

の実施をはじめとする CBD の目的に対する

PA の貢献の共同レビューの機会として活用

するよう推奨する。 

 

 

２ 更に注目すべき課題 

 

生物多様性保全 
 

少なくとも絶滅危惧種の 20％が PA によって

保護されていないことが、世界的なギャップ分

析によって示されている。PA の被覆範囲を

拡大し、これらの絶滅危惧種を守ることは

優先事項である。過去 30 年にわたり、世界

標準に基づき、世界的に重要な生物多様性

価値のある地域（現在これは「重要生物多様

性地域」と呼ばれている）を特定するために

各国家において広範囲にわたる取り組みが

行われてきた。IUCN 種の保存委員会と世界

保護地域委員会の共同タスクフォースが、こ

れらの世界標準の統合を目的として設立され

ている。一方、こうした各国の取り組みによっ

て、保全価値の大きいが保護されていない多

くの地域がすでに特定されている。例えば、

絶滅ゼロ同盟によって特定された地域は、そ

のわずか 3 分の 1 しか保護されていない。国

家 PA システムの拡大においては、締約国は

IUCN の管理カテゴリーとガバナンスの全タイ

プを利用すべきである。 

 

海洋保護地域（MPA） 
 

POWPA プロセスのレビューでは、海洋保護

区（MPA）の設立を通じた海洋環境保護にお

ける前進がごくわずかであったことが強調さ

れている。「Future Workshop」では、これは、

あらゆるレベルで迅速な行動がなされるべき

優先課題のひとつであるという勧告がなさ

れた。  

 

重要な生物多様性海域や効果的に管理され

おり、またより広いゾーニングや生態系に基

盤を置いた管理レジームの下にあるが保護

が不十分な沿岸・海洋環境内の重要生物多

様性地域を守るために、既存の MPA を拡大

し、新しい MPA ネットワークを創出することが

必要である。 

 

各国の統治下にあり管理されている大陸棚、

外洋、深海地域を含めるよう MPA の被覆の

ギャップに対応することも必要である。各国の

統治下にない海域での MPA 整備のための

オプションを国連で検討することもひとつの優

先事項である。各 MPA や MPA ネットワーク

の拡大においてはグッドガバナンスの全原則

を遵守すべきである。 

 

持続利用可能な資金調達 
 

近年の調査によると、現在 PA に消費されて

いる資金は、300－400 億米ドルと概算されて

いるが、これは効率的に PA の世界的ネット

ワークを管理するために必要な額には到底

及ばない。さらに、現在の PA の世界的ネット

ワークですら生物多様性条約の目標を達成

するためには不十分であり、よって、大幅な

資金調達の拡充が必要である。IUCN は、

GEF による PA への資金供給の拡充を強く推

奨する。これに加えて、PA の資金調達を強

化するために、革新的な資金メカニズムの導

入の検討も急務である。これには、市場ベー

スメカニズムなどを含んだ炭素や水などの生

態系による財やサービスの維持に対する代

償措置も含まれる。これらすべてにおいて、

関連する先住民や地域コミュニティの自由で
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事前の情報に基づく合意を 重要事項として

考慮しなければならない。また、公衆衛生な

どの非伝統セクターの関与を得ることも追加

援助を得るには必要不可欠である。IUCN は、

オーストラリアの Parks Victoria によって始め

られた“Healthy Parks- Healthy People”(健全

な公園―健康な人々)イニシアティブから得ら

れた経験を推奨する。 

 

締約国やその他関係者に対して、生態系と生

物多様性の経済学 (TEEB)などの生態評価

に関する研究成果を活用し、PA システムに

対する国家予算を拡大するためのより確固た

る根拠とすることも推奨する。 

 

気候変動 
 

IUCN は、人間および生物多様性への気候変

動影響に対処し生態系と人間の回復力を増

加するために、より広域のランドスケープ・シ

ースケープ管理に保護地域を統合する協調

的な取り組みを通じて、2015 年までに

POWPA の目標 1.2 達成を目指す提言を強く

支持する。このために、締約国は、適切な場

合には気候変動資金を利用できるようにする

ために、PA が気候変動の適応・緩和に便益

をもたらす機会を特定する必要がある。 

  

IUCN は、CBD 事務局が国連気候変動枠組

条約（UNFCCC）事務局と協力して、ライフウ

ェブ・イニシアティブによる既存のクリアリング

ハウス・メカニズムの活用を促進し、生物多

様性保全と気候変動適応・緩和を結びつける

プロジェクトを紹介することを推奨する。 

  

IUCN は、PA が生物多様性と気候変動の共

同プログラムの重要な構成要素であることが

完全に認識されることを狙いとして、2011 年

の３つのリオ条約の共同連絡グループの特

別会合を開催することを強く支持する。IUCN

は、PA がこの３条約間に必要なより一層の

相乗作用の促進に貢献するうえでの共通の

関心事項であると強く信じている。 

 

目標と実現期限に関する課題 
 

POWPA の目標と実現期限を条約の改定戦

略計画のポスト 2010 年目標にあわせること

は、IUCN のポジションペーパー「生物多様性

の新しいビジョン- ポスト 2010 年生物多様性

条約（CBD）戦略計画」に述べたとおり、必須

である。IUCN は以下のように個別目標 11 の

代替案を提案する。 

「遅くとも 2020 年までに、少なくとも陸域及び

内陸水域の 25％、また沿岸域・海域の 15％、

特に、生物多様性にとって重要な地域が、包

括的で、かつ生態学的に代表性を持った良く

連結されたシステムにより、効果的に管理さ

れよく統治された保護地域を通じて保全され、

また、より広域の陸上景観又は海洋景観に

統合される。」 

  

生物多様性の危機に対応する必要性が極め

て大きいことから、IUCN はさらに次のような

点を付け加える。 

  

a. 生物圏とそれに依存するあらゆる生物の

長期的な存続を達成するためには、効率

的な保全および管理下におかれた陸地・

海域の面積をより大きくしなければならな

いことを示す証拠がある。このため、我々

が提言する 2020 年までの陸域および内

陸水の 25%、沿岸・海洋地域の 15%の保

護は、長期的な、より広い地域の保護目

標に向けたひとつのマイルストーンとして

とらえるべきである。 

 

b. 多くの国が、陸域生態系の保護地域に

対する 10%目標を達成もしくはそれを上

回る成果をあげたことに IUCN は留意す

る。さらに、陸域の PA に関する複数の

包括的なギャップ分析によると、国によっ

ては陸域の生態系の 25～30％の保護も

実現可能であるとされている。また一部

の国では、いまだに先住民・地域コミュミ

ティによる保全地域・領地(ICCAs)や地方

自治体の PA、私有の PA を国レベルで

認識していない。よって、IUCN は 2020

年までの陸域 PA の保護に向けた 25％

目標は実現可能だと強く信じる。 

 

c. 少なくとも 25%の陸域、内陸水、15%の沿

岸・海洋地域の保護を目指すという世界

的目標である目標 11 は、IUCN の管理カ

テゴリーと管理タイプを活用し、「完全に

確立され、効果的に管理され、公正に管

理された保護地域」でなければならない。

多くの PA が紙の上だけのものに終わり、

効率的な保護、管理、グッドガバナンス

のための資金および人材が提供されて

いないことから、これは不可欠な要件で

ある。 

 

d. 後に IUCN は、可能であればシステム

全体にわたって非常に保護の行き届い

た持続可能な管理を通じた保全を 終
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目標とすべきような、大規模で人間の介

入の少ない陸域システムがあることを記

しておく。これは、地球上に残っている広

大な原生地域を保護し、こうした地域がこ

れからも人間の生活と福利に貢献するこ

とを確保するために必要不可欠である。 


