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私たちの 
地球を守る
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“ 私たちの様々な社会と自然とが共に反映できる世
界－そんな世界を維持して行く上で世界の動物園
水族館コミュニティが役割を果たすための重要な
一歩が『世界動物園水族館協会持続可能性戦略』
です。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）の実現への積
極的な貢献という点で、WAZAに加盟する動物園
水族館は動物福祉、保全、教育、研究の分野で主導
的な役割を果たしているだけでなく、動物と人間、
そして地球全体が健康で繁栄するより持続可能な
未来への道の地固めをしているのです。
 
ですから、今回このような戦略ガイドを作ることが
できたことを心より嬉しく思い、加盟会員だけでな
く、他の機関・組織でも利用してもらえることを期待
しています。WAZAのリーダーシップと優れた力の
証です。この戦略の準備に携わったすべての人に
感謝します。”

テオ・パゲル教授
WAZA会長, 2019 － 2021
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先進的な自然保護組織にとって、持続可能性の成
果を上げることは必須の課題です。
この実行のためのガイドとしてWAZA会員の助け
となるよう作られたのが『私たちの地球を守る—
WAZA持続可能性戦略』です。持続可能性の成果と
保全の成果は補完的なものであり、この戦略中で
推奨する活動を実行することで、WAZA会員は身を
もってリーダーシップを示すことができるでしょう。
この持続可能性戦略は、WAZA会員それぞれが自
身の戦略や日常の運営全般に持続可能性を織り込
んで行く上で助けとなる情報を提供しています。 

この冊子は、持続可能な開発目標（SDGs）の中で、
私たちの仕事が施設内・施設外でとりわけ影響力
を持つ領域に焦点を絞って構成されています。
政府が実施しなければならないような施策につい
ては触れていません。例えば、人口増加です。
人口制御は、ほとんどのWAZA会員にとって直接コ
ントロールできる範囲（図1）あるいは影響力を持
つ範囲を超えた問題です。ただ、人口問題は関心・
懸念の対象でありうるので、中には自らの施設の中
で地域の利用者を対象にこの問題を取り上げる会
員もあるかもしれません。

直接
コントロール
できる範囲

懸念・関心の範囲 影響力を持つ範囲

図. 1
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持続可能な開発目標

2015年9月25日、国連（UN）総会は「持続可能な開
発のための2030行動計画（UN, 2015）を採択しま
した。人類を持続可能な道へと導くためのこの世界
的な枠組みは、2012年6月にブラジルのリオデジャ
ネイロで開催された「国連持続可能な開発会議（リ
オ＋20）」を受けて策定されたもので、その策定に
あたっては国連加盟国が参加しただけでなく、世界
中の数百万の人々や数千の利害関係者を対象にし
た調査が行われました。

2030行動計画の中核をなすのは、17の持続可能な
開発目標（SDGs）です。
17のSDGsは、現在および将来にわたって平和で、豊
かで、公平で、持続可能な生活を地球上すべての人に
もたらすことを目指しています。

動物園水族館が真剣にSDGsに取り組むことは、これ
らの目標の世界レベルでの達成に大きく貢献できる
潜在的可能性を秘めています。SDGsは世界をより良
くしようという勇気を私たちに与えてくれますし、先進
的な動物園水族館が先頭に立ち、考え、行動する上で
持続可能性は不可欠の要素であるはずです。
SDGsは以下の通りです。



1 | 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。

2 | 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実
現し、持続可能な農業を促進する。

3 | すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確
保し、福祉を促進する。

4 | 質の高い教育をみんなに
すべての人に包括的かつ公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機会を促進する。

5 | ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児
の能力開花を行う。

6 | 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能
な管理を確保する。

7 | エネルギーをみんなに そしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な
近代的エネルギーへの利用を確保する。

8 | 働きがいも 経済成長も 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人
々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間
らしい雇用を促進する。

9 | 産業と技術革新の基盤を作ろう 
強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業
化の促進及び技術革新の推進を図る。

10 | 人や国の不平等をなくそう
各国内および各国間の不平等を是正する。

11 | 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人
間居住を実現する。

12 | つくる責任 つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。

13 | 気候変動に具体的な対策を 
気候変動およびその影響を軽減するための緊急対
策を講じる。

14 | 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全
し、持続可能な形で利用する。

15 | 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、
持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならび
に土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失
を阻止する。

16 | 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包括的な社会を
促進し、すべての人々に司法の利用を提供し、あら
ゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包括
的な制度を構築する。

17 | パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、国際
的な協力体制を活性化する。



この戦略では、それぞれのSDGsが説明され、それ
ぞれの目標に対して動物園や水族館がどのように
取り組むことができるかについてのガイドラインが
示されています。これらのガイドラインは網羅的な
ものではなく、その他の追加資料は最終章にまとめ
られています。    
また、WAZAが交わした様々な合意覚書の中で関
係するもの、すなわち、持続可能なパーム油のため
の円卓会議（CSPO）、国連環境計画（プラスチック
削減）、森林管理協議会（FSC）との各覚書の内容は
この戦略に反映されています。

SDGsの枠組は、動物園や水族館がどのSDGsにい
つ取り組むか戦略的な決断をすることを可能にす
るようにできています。いくつかのSDGsが特に私
たちの専門職に関連しているように見えるでしょう
が、包括的に考えれば、ほとんどすべてのSDGsと何
らかのつながりがあることがわかるでしょう。
すべてのSDGsは相互補完的であり、ひとつの活
動が多くの目標に影響する場合もあるはずです。
この戦略ではこのようなところまでは扱っていま
せんが、各会員がそれぞれの置かれた状況により
適宜こうした分析と判断をするのも良いでしょう。 
世界中の人々にとってより公平・平等な状態をつく
ることは、自然環境や野生の生物と野生の土地にと
って大変大きな恩恵の波及効果をもたらします。 
より責任ある消費態度はサプライチェーンに影響
を与え、倫理的な調達の後押しをすることになりま
す。動物園水族館がカーボン・ニュートラル（二酸化
炭素の吸収・排出量が等しい）の認定を受けたり保
全の努力を行ったりすることは、動物と人間にとっ
てより良い環境を作り出すことであり、気候変動の
影響に対する備えの一環でもあります。

SDGsの表現に依拠することは、WAZA会員がこの
枠組を使って進捗状況を報告するのに役立つでし
ょうし、標準化されたコミュニケーションツールとし
て利用することができます。そしてWAZAとしては、
今後の「行動の10年」2020 － 2030年を通じて各会
員の活動を追跡し、会員がSDGsの達成に向けてど
れだけ貢献したか、任意の報告を国連に提出する
ことが可能になります。   

それぞれの動物園や水族館は、まずSDGs全体を
俯瞰的に検討することで、17の目標のうち、現在か
ら将来にわたって自分に一番関係のあるものはど
れかを、各々の状況に応じて決めることができま
す。WAZAが目指しているのは、各会員が自分たち
にとって最も重要なSDGsを選択できるようにするこ
とです。時間の経過とともに状況も変化するでしょ
うから、WAZA会員は、自身の戦略や運営上の変化
に応じて、SDGsの活動プログラムも進化させていく
べきものです。

動物園や水族館は、それぞれ異なる固有の状況に
置かれていて、政治、経済、社会、文化、環境などの
状況に応じて、異なる課題を抱えていますが、SDGs 
の枠組を使えば、各園館がそれぞれの状況に合わ
せて最良の活動を選択できます。 

各章は、WAZA会員が利用するためのガイドとし
て作成され、推奨される活動の例を示していま
す。WAZAは、会員が17の目標すべてで結果を出す
ことを想定しているのではありません。各会員が持
続可能性をそれぞれの組織の業務全般によりうま
く織り込む努力をすることを期待しています。 
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持続可能な開発目標１.

私たちがなすべきは、
貧困削減につながる保全活動を奨励し、
支援することです。
  

貧困をなくそう
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1. 特定の学校やその他の社会的弱者に対して、
利用料を減額したり補助したりすること。

2. 地域社会を対象にした、利便性のある催しなど
を実施すること。

3. 職員が仕事の上でより成長できるよう、職業能
力開発や訓練を提供すること。

4. 発展途上国や地域社会に経済発展や収入をも
たらすような保全プログラムを支援すること。

推奨する活動

• 貧困ライン以下の生活をしている人々の大半
は、南アジアとサハラ以南のアフリカにいます。

• 7億8千3百万の人が、国際貧困ラインである1
日1.9ドル未満の生活を送っています。

• 貧困率が高い国の多くは、小規模、脆弱で、紛
争の影響下にあります。

•　5歳未満の子供の4人に1人は、身長がそれぞ
れの年齢相応の身長に達していません。

主要な事実と数字

SERA コンサーバーシー 『野性動物園のためのビーズ』
南オーストラリア州の動物園
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-can-
help/beads-for-wildlife/

『ビーズワークス』
https://www.beadworkskenya.com/ 

ケーススタディ

貧困とは、単に生計を維持するの
に必要な収入や資源の不足だけの
問題ではありません。飢餓や栄養不
良、教育や生活に不可欠なサービス
への限られた利用、社会的差別や排
除、そして意思決定への参加の欠如
などはすべて貧困の様相です。

動物園や水族館は、地域社会に収入
をもたらしつつ保全と教育でも成果
を生むようなプログラムに関わるこ
とができます。 　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
低所得世帯と、教育を含むさまざま
な機会の欠如との間には、しばしば
相関性が見られます。動物園や水族
館は、これらの恵まれない地域社会
がその潜在能力を最大限に発揮で
きるように支援する取りまとめ役の
一つであるべきです。

写真： © Joan de la Malla  |  バルセロナ動物園



• 世界全体で9人の内1人が栄養不良状態にあります。
• 小学生にあたる年齢の児童のうち、おなかをすかせた状態で

学校へ行く子供が、開発途上国全体で6,600万人、そのうち、
アフリカだけで2,300万人にのぼります。

• 開発途上国の大部分で消費される食糧の80％が、5億の小規
模農家によって供給されており、その大半が天水農業です。小
規模自作農家への投資は、最貧層の人々の食糧安全保障と栄
養の向上に寄与し、地元市場向けの食糧生産を促進するため
の重要な方法です。

• 1900年代以降、農作物の多様性の約75％が農家の畑から失
われました。農業上の生物多様性をより活用すれば、より健康
的で栄養価の高い食生活を実現し、農業を営むコミュニティ
の暮らしを向上させ、より強健で持続可能な農業システムの担
保に資することができます。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 来園者・来館者にガーデニングの技術を教えるプログラムを

作ること。

2. 園内に農場を模したコーナーがある場合は、そこで健康的な
食べ物や持続可能な農業についての解説をすること。

3. 苗や種、園芸用品を販売すること。 

4. フードサービスでは、植物性の食材を使用した食べ物を提供
し、動物性食品については、必ず持続可能な、生産・製造の由
来が明確な供給者から調達すること 。 

ケーススタディ
チューリッヒ動物園 -マソアラ マダガスカル 

https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

フィラデルフィア動物園-クロップボックス（植物工場） 

https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/

ハイデルベルグ動物園-肉の消費に関する展示
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
entdeckerstationen/ausstellungen/ 
(only in German - more information can be 
provided; Resources: https://www.scientificamerican.com/
article/meat-and-environment/

動物園や水族館は来園・来館者プ
ログラムを使って、参加者自身の菜
園作りを支援することができます。
これは、少人数のグループやもっと
大きいコミュニティを対象とした訪
問活動計画でも、園館内でのプログ
ラムでも可能です。 

こうしたプログラムでは、例えば、作
物を食べる昆虫の天敵を使うとい
うような、菜園の自然な害虫防除法
を実地に示すことができます。 

菜園を作ることで、自分たちの食べ
物を自分たちで育てる喜びを知り、
近所の人や他の家庭菜園仲間との
交流が生まれます。
種や苗、アイデアやアドバイスを提
供することで、動物園や水族館は、
コミュニティの中やコミュニティ同
士の間の絆や協同を強めるのに、
協力することができるのです。
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持続可能な開発目標２. 

写真： フィラデルフェア動物園の植物工場で栽培されたレタスを食べるリクガメ  |  フィラデルフィア動物園
© Photo by Miana Jun and Anthony Lasala, 

飢餓をゼロに
私たちがなすべきは、持続可能な農業を
支援する活動を奨励し、支援することです。



私たちがなすべきは、すべての年齢層のすべて
の人々の健康的な生活を担保し、福祉を促進す
ることです。

持続可能な開発目標３. 

すべての人に
健康と福祉を
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健康は生活の質の中でも極めて重要な
要素です。また、ひとりひとりの健康状
態は自分の身の回りの環境のプラスと
なることをする力にも影響を及ぼすと
いう間接的な役割にも注意を払うこと
が重要です。動物園や水族館を利用す
ることが、利用者の心身の福祉の向上
につながらなければなりません。

国と国の間でも、ひとつの国の中でも
不平等は依然根強く、人々が予防可能
な病気に今日も苦しみ、失われる必要
のない命が失われています。WAZA会
員の優れた活動範囲と訪問活動のお
かげで、私たちはこれらの不平等問題
に取り組み、これまで顧みられなかった
人々や地域に焦点を当てる役割の一端
を担うことができます。

生態系が衰退すると、汚染の悪影響を
和らげる能力を失い、しばしば有害生
物や病気の発生を増加させます。さら
に、現代の医薬品の多くは生物由来物
質に起源をもち、伝統的な医薬品の多
くは地域の生物多様性に由来していま
す。健全な生態系は、人々の健康の支
えなのです。 

• 少なくとも4億の人々が基礎的な保健医療のない生
活をしています。

• 初等教育程度のものであっても母親が受けている
と、その子供は、全く教育を受けていない母親の子供
より生き延びる可能性が高い。

• 平均寿命が最も短い国と長い国の間には、31年の隔
たりがあります。

• 安全でない飲み水、安全でない下水処理、そして保
健衛生の欠如は、今日でも世界的に死因の大きな割
合を占め、2016年には死者約87万人に達していま
す。 

• 汚染された空気中の微粒子にさらされたことが原因
でなくなる人は、毎年700万人に及んでいます。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 健康や、健康で持続可能な生き方の重要性につい

て、職員に対しても利用者に対しても意識向上を図
る活動をすること。

2. フードサービスでは、健康的で持続可能な追加要素
を提供すること。

3. 自施設内でのけがや死亡を減らすための安全対策
を積極的に進めること。

4. 大気、水質、土壌の汚染削減に直結する自然環境再
生プロジェクトを支援すること。

ケーススタディ
共に繁栄する / マーガレット パイク トラスト 

https://thrivingtogether.global/supporters/ 

ツーオーシャンズ水族館 スマートリビングアウト

リーチ
https://www.aquarium.co.za/content/page/
outreach-smart-living 

写真： スマートリビングチャレンジゾーン  |  ツーオーシャンズ水族館



私たちのなすべきは、誰もが差別なく公平に受け
られる質の高い教育を保証し、あらゆる人のため
の生涯学習の機会を促進することです。  

質の高い教育を
みんなに

持続可能な開発目標４．

写真： 倉庫動物園プログラム  |  ウェリントン動物園
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動物園や水族館は、学校に通う子どもた
ち、一般の来園・来館者、そしてより広い
地域社会のために、園館内やオンライン
で質の高い学習体験を提供するよう努
力すべきです。また、動物園水族館は、先
進的な教育上の取り組みを保全活動の
一環と位置付けて支持すべきでしょう。
例えば、女性と女児の権限移譲、包括的
な教育への取り組み、そしてそのような
教育活動を支援するための政策と法的
枠組みなどがその例です。

動物園や水族館は、多様な人々に教育・
学習プログラムを提供します。動物園や
水族館の教育施設は、すべての人が利
用できるように設計されねばなりません。 

持続可能な開発に関する内容は、工夫
次第で多くの教育プログラムのカリキュ
ラムや来園来館者向けのメッセージに
盛り込むことができます。動物園や水族
館は、SDGsにつながる学習成果をもたら
すような斬新な来園来館者体験や学習
教材をデザインすべきです。また、多くの
祖組織が提供するオンライン学習の機
会を利用することで、これらのメッセージ
と学習の機会をより幅広く提供すること
ができます。 
 
自園館での就業機会、インターンシップ、
ワークスタディなどのプログラムを工夫
することも、さらに学生たちに質の高い
教育へのアクセスを提供し、社会人とし
て働くための準備の手助けをすることに
なります。

• 世界では学校に行っていない子供の数が
5,700万人にのぼります。

• 2016年現在、後開発途上国の小学校で電気
が来ているのはわずか34％でした。

• 開発途上国では、女子の4人に1人が学校に
通っていません。

• 基礎的な読み書きができない若者が、世界に
は1億300万人います。

1. 認知能力や身体能力、性別、社会的背景、文
化的背景、民族的背景、経済的背景に関わら
ず、すべての来園来館者が利用できる包括的
な機会を作ること。  

2. 持続可能性の問題への現実的な取り組みと
なるような教育プログラムを開発すること。 

3. 学校、大学、その他の機関との協力関係を構
築し、教育内容、方法論、研究、守備範囲の向
上を図ること。

4. 教育活動がどれだけSDGsに影響を及ぼして
いるかを評価すること。 

主要な事実と数字

推奨する活動

ケーススタディ
ニュージーランドの動物園/ズーサファリ
このプログラムは、恵まれない子供たちがオークランド動物園、ハ
ミルトン動物園、ウェリントン動物園、オラナ野生動物公園を訪問
するためのもので、TheWarehouseからの資金援助を受けていま
す。
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/ 

ブイン動物園/チリ-グレートエコロジカルアドベンチャー
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/

ツーオーシャンズ水族館/ ヤング バイオロジスト プログラム
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazing-
young-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marine-
october-2018

写真： 倉庫動物園プログラム  |  ウェリントン動物園



私たちのなすべきは、事業運営、保全/社会的投資、
教育、地域社会との協力、さまざまな協力関係など
を通じて、女性・女子への権限移譲を支援することで
す。

持続可能な開発目標５．

ジェンダー目標を
実現しよう
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• フルタイムで働く労働者の中で比べると、平均して男
性は同じ立場の女性より約3分の1高い収入を得て
います。

• 世界の研究者の70％以上を男性が占めています。

• 世界経済フォーラムの「グローバル・ジェンダー・ギャ
ップ・レポート」によると、現在の進捗率ではジェンダ
ー・ギャップを解消するのに、108年かかり、格差が最
大なのは経済と政治の分野と指摘されています。

• 最近の複数の研究（クレディ・スイス2016/McKinsey 
and Co）では、リーダーシップを発揮する役割や取締
役会に女性がいることが、企業の財務上の業績にプ
ラスの影響を与えることがわかっています。

推奨する活動

ケーススタディ
ニアサ・ライオン・プロジェクト
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/

プロイエクト・テイティ
https://www.proyectotiti.com/en-us/ 

Ocean Wise Ocean Literacy and Leadership－女性や青少年が海

洋保全のために声を上げるのに必用な力を与えるプログラム
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean -literacy-and-
leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-
activist-skills/ 

動物園や水族館は、自身の実践の中で積極
的に多様性とジェンダー平等を推進し、モデ
ルを示して、利用者、職員、そして地域社会に
影響を与えることができる独特の立場にあり
ます。

動物園や水族館に勤務する女性の割合が高
くなる現状あって、動物園や水族館が女性
従業員のために同一賃金、保護、移動の自由
を提供することは必須です。

トップマネジメントの男女バランスが良い企
業は、財務的にも業績が良く、職員もその企
業の使命と戦略を信じて働いている傾向が
高いことが知られています。動物園や水族館
には、指導的役割を担う女性を育成し、後押
しする機会があるのです。

保全の取り組みが長続きし効果的であるた
めには、その地域社会の社会経済的状況に
対する配慮とサポートが不可欠です。
女性・女子への権限移譲となるプログラムの
支援は保全活動を助けるだけでなく、その地
域社会の強化にもつながります。動物園や水
族館は、保全プログラムが女性・女子への権
限移譲につながる社会経済的要素を含むよ
う後押しできる強い立場にあります。

主要な事実と数字

1. 組織の価値観や戦略計画が、ジェンダー平等と多
様性に根ざしたものであるようにすること。

2. 女性・女子にとって安全な職場であることを担保す
る。

3. 組織内のあらゆるレベルの意思決定や成長発展に
実質的に加わる機会を女性に提供する。 

4. 女性・女子が参加する機会のある域内保全プログ
ラムを企画し、雇用と経済資源や情報への平等な
利用を提供すること。

写真： © Joan de la Malla  |  バルセロナ動物園



私たちのなすべきは、す
べての人が手の届くコス
トで安全な飲料水と衛
生的な下水にアクセス
できる世界の実現の助
けとなる活動・行動を積
極的に支援・促進するこ
とです。

持続可能な開発目標６．

人口増加、資源の過剰消費、そして気候変動は、すべ
ての自然生態系に影響を与えていますが、その影響
がとりわけ甚大なのが淡水に依存する生態系で、そ
こには世界の生物多様性の多くが集中しています。

今やすべての動物園や水族館がそれぞれの事業に
ついて「カーボンフットプリント」同様の「ウォーター
フットプリント」を算定することを最優先事項のひと
つとすべきです。この指標は、その組織が製品やサー
ビスの生産・提供に使用する淡水の総量を意味しま
す。ウォーターフットプリントは、水の消費について、
製品やサービスの生産に使用される水の起源（地表、
地下、雨水）と、発生する汚染物質を水質が許容基準
に達するまで希釈するのに必要な水の量の両方の点

安全な水とトイレを
世界中に

写真： ツーオーシャンズ水族館



推奨する活動
1. 飼育動物が、常に清潔な飲み水を利用できるよ

う担保すること。

2. 利用者と職員に、飲料水と個人衛生に必要な適
切なスペースを確保すること。

3. 組織のすべての業務にわたって持続可能な水資
源管理の方法を策定し、賢い水の使い方、水の
再利用、事業から生じる水質汚染の削減を推進
すること。

4. 組織のウォーターフットプリントを算定すること。

ケーススタディ
サンパウロ動物園・ブラジル
開園以来9,000万人以上の入園者数を記録したサンパウロ動物
園は、ラテンアメリカの動物園で初めてISO14001（環境マネジメ
ントシステム）の認証を取得し、その活動から生じる環境への影
響の回避と管理に積極的に取り組んでいることを示しました。動
物園の下水処理施設は、40万リットルの処理能力を持ち、公衆ト
イレや管理事務部門、その他を含め園で排出される水を処理し
て、施設の清掃や地下の帯水層の涵養、水不足時用の予備タンク
への貯水などに再利用しています。システムの統合管理により、各
処理池の水が確実に再循環し、汚泥の蓄積や藻類の発生を防い
でいます。処理水から取り出された乾燥汚泥は堆肥化され、園の
動物たちの飼料作物や食草の栽培に利用されます。これらすべて
がまとまって持続可能性の好循環を構成し、動物たち、湿地、来園
者、協力者、そして公園全体の運営が健全・健康であることを約束
しています。

チューリッヒ動物園－マソアラ マダガスカル
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

シャイニーマウンテン動物園の
ウォーターニュートラル化の取り組み
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountain-
zoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership

から考えます。さらにこの指標は各園館のすべての敷
地と事業運営上の水管理を組み込むことを可能にし
ます。ひとたびウォーターフットプリントが算定された
ら、園館は真水の使用をその算定値で維持または削
減するよう極力努力すべきです。 

動物園や水族館は、どのようにしたら水質、供給、そし
て持続可能な利用を安定的に担保することができる
か、水資源の管理のあり方を自らの運営を通じて身を
以て来館者や地域社会に示すべきです。家庭や日常
生活の中で実践できる水資源に優しい生活につなが
る新しい持続可能な消費のあり方を、動物園や水族
館が利用者や地域社会の間に広めることが可能なの
です。  

この点で動物園や水族館が果たせる重要な役割は、
消費一般、水の使用と排出、廃棄物について、利用者
や地域社会が日常生活の中でより良い方法を実践が
できるように、ツールやリソースを提供することです。 

安全な水とトイレを
世界中に

主要な事実と数字
• 人間の活動から出る廃水の80％以上が、何の処理

もされずに、川や海に排出され、水源や地球の生態
系を汚染しています。

• 約24億人の人々が、トイレなどの基本的な下水設
備のない暮らしを送っています。

• 地球上の河川、湖沼、地下の帯水層から取水された
水の約70％は、作物の灌漑に使用されています。

• 水不足は世界人口の40％以上の人々の生活に悪
影響を及ぼしており、この数字は今後も増加すると
予想されています。

写真： ツーオーシャンズ水族館
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私たちのなすべきは、私たちの事業や雇用活
動が必ず地域経済と持続可能な成長に貢献
するよう注意することです。

持続可能な開発目標７． 

エネルギーをみんなに、
そしてクリーンに



エネルギーをみんなに、
そしてクリーンに

推奨する活動

• エネルギー転換部門は、世界の温室効果ガスの
の最大の排出源です。

• 世界の人口の13％は、いまだに近代的な電気を
利用できずにいます。

• 30億人近くの人々が清潔な調理場を利用できず、
再利用可能な有機性資源や石炭を主な調理燃料
としています。

主要な事実と数字

1. 持続可能な未来のためには、持続可能なエネル
ギーの使用やエネルギー消費の削減が最も重要
であることを認識すること。

2. 再生可能エネルギーを採用し、二酸化炭素の吸
収・排出量がゼロとなるよう製品を可能な限り使
用すること。

3. 持続可能なエネルギーに切り替えることのメリット
を、来園来館者、会員やサポーター、そしてより広
い地域社会に伝えること。

4. 戦略的計画の中で事業のエネルギー効率を評価
すること。

エネルギーは人々の暮らしを大きく変え
ました。食品や飲料水など従来は自然の
ものと考えられていたものでも、今では農
薬や生産、輸送、消費者に届けるための
パッケージングなど、何らかの形でエネル
ギーとのつながりがあります。

現在、人々が消費するエネルギーのほと
んどは再生不能なもので、石炭、石油、ガ
スなどの炭素系燃料に由来しています。

WAZAの会員は、自身のエネルギーの使
用を見直し、園館内で使うエネルギーを
持続可能なものにしていく努力をする必
要があります。エネルギー消費に焦点を
合わせることで、WAZA会員は費用を削
減し、自ら範を示し、二酸化炭素の排出量
を縮小することができます。

ケーススタディ
デトロイト動物園エネルギー計画
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet-
100-renewable-energy-goal/ 
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国連は、2030年までに後発開発途上国の経済成長率
が7％に達し、すべての女性と男性が働きがいのある
人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）に就いているこ
とを目標として設定しています。動物園と水族館は地
域社会に積極的に経済貢献をしており、園館が事業を
展開している地域と、園館が支援する保全プログラム
が実施されている地域の両方の経済成長を支援する
ことができるユニークな立場にあります。

経済成長は、園館運営と保全のための総合的な行動
計画の中に織り込まれるべきでしょう。園館内の仕事で
も、保全プロジェクトの一環の仕事でも、仕事は公正で
人間らしいものでなければならず、労働環境は安全安
心できるものでなければなりません。 

動物園や水族館は、環境資源の持続可能な利用と労
働者の保護を経済成長と両立させることを先頭に立っ
て実行し、その見本を示すのに最適な立場にあります。

私たちのなすべきは、私たちの事業や雇用活動が
必ず地域経済と持続可能な成長に貢献するよう注
意することです。

持続可能な開発目標８．

働きがいも
経済成長も

写真： マティウソメス島モコカーリキウェリントングリーンヤモリと
　　　ウンガヘレヤモリのモニタリング｜ウェリントン動物園



1

パルク・ダス・アヴェス ブラジル
パルク・ダス・アヴェスの調達方針では、
動物飼料やレストランの食材には地元産
やオーガニック製品を優先的に使用して
います。
社会的包摂プログラムを通じて、病院、学
校、子供の栄養センターなど、グアラニー
族のコミュニティの福祉を促進するプロ
ジェクトを支援しています。
社内の不平等を減らすためのその他の
活動には、包括的な従業員の健康プラ
ン、従業員のニーズや不測の事態をカバ
ーするための無利子の金銭貸付、月3.6米
ドルの形だけの支払いで提供する従業
員の食事、全従業員の英語コースへの無
料アクセスが含まれています。

• 国連によると、世界全体の国内総生産の成長率は2000
年の4.4％から2019年には3.0％に低下し、2020年も
変わらないと予想されています。

• 世界の人口の10％強が1日2ドル以下で生活していま
す。

• 世界の失業率は5.5％で、2018年現在の失業者数は1
億9,200万人以上にのぼります。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 組織が経済的に責任のある公正な就労方針を持ってい

ること。

2. 組織の事業戦略に若年者雇用の戦略を組み込むこと。

3. 従業員の権利を保護し、すべての人が安全に働ける環
境を促進すること。

4. 働きがいのある仕事と持続可能な経済発展の機会を生
み出す保全プログラムを支援すること。

ケーススタディ
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輸送、灌漑、エネルギー、情報通信技術な
どの分野における基盤への投資は、持続
可能な開発と地域社会の権限移譲の達
成に不可欠です。

動物園や水族館は、持続可能な種類の
交通・運輸の利用の推進、事業のエネル
ギー効率の改善、建物や施設の設計デ
ザインに環境評価を取り入れること、二
酸化炭素の排出強度と排出量の削減、革
新的なテクノロジーの支援など様々な方
法でこの持続可能な開発の目標に貢献
することができます。

持続可能な開発の一環、という点で、産
業社会の進展から取り残される人を出さ
ないようにしつつ、技術革新によって、高
質で持続可能且つ信頼性が高く耐久性
に優れた基盤を構築する努力を後押し
することが重要です。特に研究と技術開
発の最前線では、新たな展開の援助とい
う面で秘められた可能性は極めて高く、
園館施設の一部を実験・試行の機会に
提供することにとどまらず、その効果・恩
恵をより効果的な野生生物保全のマネ
ジメントに連鎖させることが考えられま
す。

• 多くのアフリカ諸国、特に低所得国では、基盤の制約により、企
業の生産性が約40％低下しています。

• 雇用における製造業の割合は高く、2009年には世界で約4億
7,000万人を占めていました。これは世界の労働人口29億人
の約16％です。2013年には製造業で5億人以上の雇用があっ
たと推定されています。

• 産業社会化の雇用拡大効果は、社会にプラスの影響を与えま
す。製造業での1つの職は、他の部門で2.2の職を生み出しま
す。

1. 研究機関と協力して、自園館内で新しい技術をテストする
ことで技術革新を援助したり、保全研究の革新的な領域
を支援すること。

2. 地域社会や組織内での循環型経済への新たな取り組み
を支援し、実施を支援すること。

3. より持続可能な輸送手段の提供や、その他の地球環境問
題の解決策となる技術の使用を検討すること。 

4. 新規施設については、持続可能な環境建築の認証を一つ
でも受けるよう努力すること。

主要な事実と数字

推奨する活動

ケーススタディ
野性生物保護区 シンガポール動物園熱帯雨林ルミナ
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main

タロンガ保全協会 オーストラリア
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-and-
learning 

オーシャンワイズ バンクーバー水族館：  
この活動は、私たちが2006年に最初のグリーンビルディングを建設してLEED
ゴールドの認証を受けたときに始まり、2009年には環境プログラムに対し
てISO14001の認証を受けようと決めました。この結果、バンクーバー水族館
は、LEED®ゴールドの建物を建設すると同時に、その環境プログラムがISO 
14001の認証を受けた、世界で最初の水族館となりました。
https://www.vanaqua.org/about/sustainability
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私たちのなすべきは、経済基盤を構築し、包括的で
持続可能な成長を促進し、革新を促すことです。  

産業と技術革新の
基盤を作ろう 

持続可能な開発目標９．

写真： タロンガ科学・学習センター  |  タロンガ動物園  



私たちのなすべきは、不平等をひとつの国の中で
も、国と国の間でも減らすことです。

持続可能な開発目標10．

人や国の
不平等をなくそう

写真： ジャガー |  ロロ・パルケ



動物園や水族館は、不平等が世界規模でも地域の中で
も削減できるよう、後押しする行動を起こし、また実行す
べきです。 

収入、性別、年齢、障害、性的指向、人種、社会階級、民
族、宗教、機会へのアクセスによる不平等は、世界中で根
強く存在しています。世界の中で一部でもその恩恵から
除外される人たちがいる限り、持続可能な開発は達成で
きません。 

動物園と水族館は、不平等削減の有力なリーダーである
べきです。動物園と水族館は、地域社会での不平等の発
生に関わる重要な要素を特定し、知り、理解することに
常に関心を持っていることが必要です。
 
動物園や水族館は、人権擁護、環境・労働・税に関する
諸法律の遵守、そして社会投資基金の保護に、責任を持
って取り組む姿勢が明らかな、透明性の高い経営システ
ムを特徴とする組織であるべきです。
 
すべての保全プログラムは、地域社会と自然との関係を
再構築する機会であるべきで、地域社会の中でのより望
ましい慣行・慣習を奨励し、その地域で人間がきちんと
生活していける条件・環境を担保することが重要です。 

それぞれの動物園水族館は、以下の事項を裏付ける内
部ポリシーが定められているべきです。
・　雇用機会への平等なアクセスと公正な採用を担保
　 するための明確な採用目的と手続き
・　機会均等
・　キャリア形成、トレーニング、賃金と労働条件の平等
・　適正な勤務スケジュール
・　仕事と家庭生活の調和
不平等の原因となりかねない欠陥の多い慣行を予防す
るための透明性の高い内部プロセスや、職員にまっとう
な生活賃金が支払われることを担保するための内部ポ
リシーを確立することが肝要です。

• 所得格差のうち30％までが、世帯内での女性
と男性の不平等によるものです。女性は、平均
収入を最大50％下回る給与で生活している可
能性が男性よりも高いです。

• 1990年から2010年の間に、途上国の所得格
差は平均で11％増加しました。

• 定住しない人々、障害をもつ人々、その他何ら
かの事情を持つ社会集団は、雇用機会の欠如
のためにその心身の健康と生活の質が著しく
蝕まれています。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 個人の特性にかかわらず、すべての労働者に

雇用の機会を提供するために、自組織内で平
等政策を確立すること。

2. 平等に対して直接悪い影響を与えるような不
適切な慣行を防止するための透明性の高い内
部プロセスを確立すること。

3. 動物園または水族館への入場のための包括的
な料金設定方針、またはアクセシビリティの取
り組みを確立すること。

4. 保全プログラムに社会的要素を取り入れ、地域
コミュニティが将来の香福を実現するための地
力をつけること。

ケーススタディ
ウッドランド動物園  アメリカ シアトル
ウッドランドパーク動物園では、職員の構成がシアトル市の
人口を反映するものであることを担保するための職員採用
方針を定めました。これは、組織内で一緒に協力して働く職
員の民族的・文化的多様性が必ずシアトル市の公式数字を
反映していることを目指した、公正のためのポリシーです。 
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私たちのなすべきは、都市と地域を、包
括的で、安全で、柔軟な対応、持続可能
なものにすることです。

持続可能な開発目標11．

住み続けられる
まちづくりを

写真： ミシガン湖畔のシェッド水族館  |  シェッド水族館
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都市は、アイデア、商業、文化、科学、生産性、社
会の成長などをはじめ様々な物事の中心です。
都市のいいところは、人々が社会的・経済的に
高みを目指すのを可能にすることです。しかし、
雇用と繁栄を生み出し続けながら土地や資源
に負担をかけないで都市を維持するには、多く
の難題が存在します。

動物園や水族館は、野生の生息地だけでなく、
その近隣地域の生物多様性を保護する責任が
あります。動物園や水族館が多様な種を保有す
ることは、野生生物の保全や研究活動の実践に
よってこれを達成したり、都市に住む人々の間
でこうした活動の重要性についての認識を高め
ることを可能にします。 

動物園や水族館は、地域社会の持続可能な廃
棄物処理の積極的な支持者・擁護者となると同
時に、自らの施設でも実践することで、持続可能
な都市の実現に貢献をすることができます。

WAZAの会員の多くは、敷地内に広大な自然景
観と緑地を持ち、地元都市の住民の心身の健
康維持に重要な空間を提供しています。動物園
や水族館は社会と切っても切り離すことのでき
ない存在である以上、持続可能な未来の都市
の構築の大きな担い手であるべきです。
 

• 現在、全人類の半分にあたる35億人が都市に住んでい
ます。2030年までには、都市部にすむ人は世界の人口
の60％近くになると考えられます。

• 今日、8億2,000万人が貧民街に住んでいて、その数は
増え続けています。

• 世界の都市が地球の陸上面積に占める割合はわずか
2％ですが、エネルギー消費量の60～80％、二酸化炭
素排出量の75％を占めています。急速な都市化は、真
水の供給、下水、生活環境、公衆衛生を圧迫していま
す。しかし、都市の高密度という特性は、資源とエネル
ギー消費を削減しつつ、効率性の向上と技術革新をも
たらす可能性モ秘めています。 

• 2016年には、高レベルの大気汚染の結果、推定420万
人が死亡しました。 

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 自園館がある都市が、持続可能性の成果を上げるため

に、どのようなガバナンスと自治体運営を行っているか
積極的に関心を持つこと。

2. 地域社会と協力して、自園館の都市の自然遺産を守る
こと。 

3. 園館の利用に際して、なるべき持続可能な交通手段を
利用するよう呼びかけること。 

4. 持続可能性向上の機会を、地域社会に向けて発信する
中心となること。

ケーススタディ
チェスターパーム油プロジェクト
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727 

選択肢を求める
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-ask-
for-choice-on-palm-oil-labelling

写真： ミシガン湖畔のシェッド水族館  |  シェッド水族館



WAZAはパーム油と林業が環境や社会に与える影響
を認識し、それぞれの業界でこれらの影響を緩和しよう
と努力する組織との提携を進めてきました。　
WAZAは国連環境計画（事業・業務の中での使い捨て
プラスチックの削減）、RSPO（持続可能なパーム油に
関する円卓会議）、FSC（森林管理協議会）とのそれぞれ
とパートナーシップ協定を結び、動物園や水族館から
使い捨てプラスチックをなくし、RSPOやFSCの認証を
受けたサプライヤーから製品を購入することを奨励し
ています。
認証を受けた製品を購入することで、動物園や水族館
は認証を受けた製品を購入することで、その分のバリ
ューチェーンの上流の具体的な流れがあらかじめ明ら
かになっているという利点があります。

私たちのなすべきは、モノや天然資源を
生産し、消費する方法を変えることで、よ
り多くのことを、より良いものにし、より少
ない量で行うことです。

動物園や水族館は、商品やサービスをどのように調
達し、どのように処分しているか、また、これを職員、
利用者、地域社会にどのように伝えているか、責任を
持った運営をする必要があります。  

バリュー・チェーン（価値連鎖）とは、調達から、生産、
消費、廃棄のプロセスを含む製品やサービスのライ
フサイクル全体を指します。
動物園や水族館のバリューチェーンをよりよく理解す
ることは、責任ある消費と生産を理解するための重要
な第一歩です。よりよく理解することで、動物園水族
館は供給者やパートナーと情報を共有して影響を与
えることができ、リスクを制限し、使用された製品が最
も環境に優しい方法で廃棄されることを保証するこ
とができます。
動物園や水族館は、バリューチェーンへのどこに介入
したらシステムの環境と社会への影響を改善できる
か、そのポイントをつかむことが必要です。

 

持続可能な開発目標12．

作る責任つかう責任
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写真： ゴミ箱になっている海岸の清掃  |  ツーオーシャンズ水族館



写真： ウェリントン動物園FSCプロジェクト  |  ウェリントン動物園
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• もし2050年までに世界人口が96億人に達した場
合、私たちが現在の生活様式を維持するためには、
地球3つ分に相当する資源が必要になります。   

• あらゆる場所で、エネルギー効率の高い電球に切り
替えると、世界は年間1,200億ドルを節約することが
できます。  

• 毎年生産された食品のうち、1/3が無駄になってい
ると推定されています。量にして13億トン、金額でお
よそ1兆ドルに相当します。

• 食品部門が、世界の総エネルギー消費量に占める
割合は約30％、温室効果ガス排出量では約22％
で、主に森林から農地への転換によるものです。 

• 年間に生産されるプラスチックの約半分は使い捨て
の製品となります。 

• 人間は世界で毎分100万本の水を購入しています。 

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 製品のライフサイクルや廃棄への配慮を含む持続可

能な調達方針を作成すること。この方針は、調達に伴
う環境と社会への影響も扱うこと。 

2. 2023年までに、WAZA会員の少なくとも50％が小売
用、購買、自家消費においてCSPO（認証パーム油）の
使用を約束すること。

3. 2023年までに、WAZA会員の少なくとも50％が、木
材・紙製品の70％をFSC（森林管理協議会）の認証を
受けた生産者から調達すること。 

4. 2023年までに、WAZA会員の少なくとも50％が、そ
の事業活動から使い捨てプラスチックを追放している

（または最低でもその過程にある）こと。（UNEP MoU
ターゲット）。
https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/

WAZA-short-guide-final-online.pdf

ケーススタディ
シャイアンマウンテン動物園パーム油インデックス
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palm-
oil-crisis/ 

ウェリントン動物園FSCプロジェクト
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo 

携帯電話寄附プロジェクト（ビクトリア動物園協会、オラーナ野性動
物公園、タロンガ保全協会オーストラリア）
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/ 

オーシャンワイズ/バンクーバー水族館：持続可能な購買。
ここ数年、私たちは使い捨てプラスチックを減らし、より環境に優し
い新しい製品を調達しています。  
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

FSCまたはRSPO認証を受けた製品を購入すること
で、動物園や水族館は、野生生物と生息地やその周
辺の地域社会への影響が少ない製品を使用し、「言
行一致」を実現できます。動物園や水族館は、生息地
の劣化を深刻に受け止め、その防止のために責任あ
る方法で調達された製品を選んでいるのだ、というこ
とを、利用者や地域社会に向けて積極的に発信すべ
きです。

世界全体の動物園や水族館の購買力は非常に大き
いので、私たちが一致協力することで、製品やサービ
スの供給者に持続可能な方法を採用するよう積極的
に働きかけることができます。　　　　　
RSPOとFSCの認証製品だけでなく、海洋管理協議会
の認証を受けたシーフードの使用、ベジタリアン料理
だけのイベントや集まりをもっと開催して施設内での
肉の消費を減らすこと、ケータリングの契約に責任あ
る消費基準を盛り込むことなど、様々な方法を検討す
るのも良いでしょう。

写真： ウェリントン動物園FSCプロジェクト  |  ウェリントン動物園



気候変動は、生物多様性と持続可能な開
発に影響を与える重要な要因となってい
ます。気候変動の大部分は人為的なもの
であり、動物園や水族館は、人々、地域社
会、政府との多面的なつながりを持って
おり、変化をもたらすためには理想的な
位置にあります。

二酸化炭素の世界的な増加率は1960
年代初頭から4倍近くになり減少の兆し
は見えません。大気中の二酸化炭素濃度
は産業革命以前の時代よりも40％上昇
しています。  

2018年の気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）の報告書では、わずか2℃の地
球温暖化により陸地面積の13％で生態
系が、何らかの変容を引き起こし、昆虫で
18％、植物で16％、脊椎動物では8％の
生物多様性が失われるとしています。

動物園や水族館は来園館者を通じて行
動の変化に影響を与えるだけでなく、地
域社会をリードする組織としても重要な
役割を担っています。動物園や水族館
は、その運営において二酸化炭素の排出
量を減らし、再生可能なエネルギーやそ
の他の持続可能な業務の移行に真剣に
努力しなければなりません。   

• 世界気象機関の分析によると、2013年から2017年ま
での5年間の世界平均気温は、記録の中で過去最高で
した。

• 世界気象機関は、2016年に世界の海氷の面積が最低
414万㎢に減少し、記録上過去2番目に少ない面積に
なったと指摘しています。

• 世界では、海面上昇、異常気象現象（北大西洋のハリ
ケーンシーズンは記録上最も被害額が大きかった）、
温室効果ガスの濃度上昇が続いています。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 自治体と協力して、気候変動対策の行動目標を設定すること。

2. 温室効果ガスの排出削減目標など、気候変動対策を組織の運
営方針に組み込むこと。

3. 気候変動の緩和、適応策、影響の軽減に向けて、ひとりひとりが
できる行動について、利用者、地域社会、職員の間で認識を高
めること。

4. 気候変動を緩和するために自身の園館がすでに行っているこ
とや、計画していることについて、利用者や地域社会、スタッフ
の間で認識を高めること。 

ケーススタディ
世界初のカーボンニュートラル動物園（ビクトリア動物園）
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability

世界初のカーボンゼロ認定動物園（ウェリントン動物園）
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-way-for-
the-planet-with-carbonzero-certification-2/

気候を守るための闘い（アントワープ動物園/プランケンデール動物園）
https://www.zooscience.be/en/stories/
championing-for-the-climate/ 

カーボンニュートラルを目指して（コルケアーサリー動物園・ヘルシンキ）
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g
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私たちのなすべきは、利用者とともに、政府に対し
て気候変動とその影響と戦うために、緊急に行動
を起こすよう働きかけることです。

持続可能な開発目標13．

気候変動に具体的な
対策を

写真： オランウータン |  チェスター動物園



私たちのなすべきは、持続可能な開発のため、海
洋と海洋資源を保全し、持続可能な方法で利用
することです。

持続可能な開発目標14．

海の豊かさを守ろう
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海の豊かさを守ろう

動物園や水族館は海洋管理の中で果たすべき役割を
持っています。
動物園や水族館は、海や河川への影響を減らすため
に、資源の賢明な利用と廃棄物管理を考慮しなければ
なりません。
効果的なコミュニケーションキャンペーンは、利用者や
関係者が水に優しい実践をすることで、海と水路にプラ
スな影響を与えることができます。 

動物園や水族館は、大量の廃棄物や廃水を排出します。
この廃棄物が最終的に海につながる水域に入ることを
防ぐため、廃棄物の管理は極めて重要です。　　　　　
プラスチックは削減されるべきで、それが不可能な場合
はリサイクルか再利用されるべきです。利用者のエリア
でも職員のエリアでも、リサイクルの機会が提供されて
いるべきです。さらに、施設で使用されている化学薬品
や洗浄剤、肥料などの選択に関する情報は利用者にも
職員にも積極的に発信し、家庭の中で海に優しい選択を
するためのアイデアを提供することも重要です。

写真： ツーオーシャンズ水族館



• 海は地球の表面の70％を占めています。　
地球上の水の97％は海にあります。 

• 海の小さな植物は、私たちが呼吸する酸素の
半分以上を生産しています。 

• 海は人間のCO2排出量の約30％を吸収し、
気候変動の緩和に貢献しています。

• 海は気候や気象パターンを変動させ、気温を
調節しています。 

• 海洋からの食物は、10億人以上の人々に主
なタンパク源を提供しています。 

• 30億人以上の人々が、その生計のために海
洋や沿岸の生物多様性に依存しています。

• 海洋・沿岸資源・産業の市場価値は年間3兆
米ドルと推定されている。

• 海には驚くほど多様な生物が生息しており、
これまでに約20万種の生物が確認されてい
ます。

• 世界の漁業の70％以上が完全に乱獲されて
いるか、過剰に利用されています。 

• 海にいる大型捕食魚類の90％がすでに漁獲
されています。

• 世界の海では、毎年700万～1億匹のサメが
殺されています。

• 毎年900万トンのプラスチックが海を汚染し
ています。

• 世界のサンゴ礁の約20％が死滅しています。 

• 1900年以降、海面レベルは年間3ｍｍ上昇
しています。

• 海洋酸性化は、直接的にも間接的にも海洋生
物種に悪影響を与えています。そして、多くの
場合、私たちがまだ理解していない方法で影
響を与えています。

主要な事実と数字ほとんどの動物園や水族館では、海に由来する何らかの
製品を調達しています。人間や動物が消費するための魚
介類や、魚に由来する飼料（ペレットなど）などが例とし
て挙げられます。これらの製品については、種の保全状
況、収穫方法、由来する場所などを含めて生産・製造の
由来（サプライチェーン）を調べることが必要です。　　
可能であれば、エコ認証を指針として利用して製品を選
択するのが良いでしょう。支障がなければ地元産の水産
物を使用すべきですが、その場合は持続可能な方法で
収穫されたということが条件です。

淡水と海洋の生態系がつながっている以上、陸地での
行為が海洋に悪影響を与え得ることは明らかです。　　
例えば、海洋の酸性化は二酸化炭素の排出と直接つな
がっています。したがって、化石燃料の使用を制限するこ
とで、動物園や水族館は酸性化の削減に寄与することが
できます。

動物園や水族館は、海洋保全を専門とする組織や政府
が提案する海洋保護区（MPA）を支援することでも貢献
できます。海洋保全における海洋保護区の重要性につ
いて、利用者や地域社会にもっと知ってもらわなければ
なりません。さらに、海洋が直面している様々な課題・難
題と、責任ある選択を通じ、どのように対処できるかにつ
いて、利用者や地域社会に明確な情報を提供する機会
はいくつもあるでしょう。海はまた神秘的でありながらも
謎に満ちた存在であり、そして多くの人に愛される不思
議の源でもあります。この特性は、海の驚異を強調して人
々に大切に思ってもらう気持ちを引き出しつつ、具体的
にできることについてのツールを提供する、そんな連鎖
を引き起こすきっかけとしてコミュニケーションに利用
できるはずです。

今すぐ行動を起こさない限り、人類は、私たちが慣れ親
しんだ生活を可能にしている海洋システムを破壊し、地
球上の生命を深刻に損なう危険性があります。　
SDG14に関して動物園や水族館が取るべき行動の中で
何にも増して重要なのは、誰もが海とつながっていて、自
分の日々の選択が海洋生物の益にも害にもなるのだ、と
いう明確な認識を広めることです。 
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推奨する活動
1. 環境への影響を最小限に抑える技術を用いて、海洋

由来のすべての製品が持続可能に収穫されているこ
とを確認する。

2. 水産物消費者キャンペーンの海洋管理協議会などの
エコ認証を活用して購入を誘導する。

3. 海と淡水の生態系を保護することの重要性と、持続
可能な海洋製品を購入することへの重要性を、訪問
者や地域社会に伝える。

4. 海洋を基盤とする組織とのパートナーシップを支援
し、海洋保護地域の設立を公的に支援する。

ケーススタディ
モントレーベイ水族館/シーフードウォッチ
https://www.seafoodwatch.org/

南アフリカ海洋生物学研究協会（SAAMBR）/ペンギンとの約束
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin   

エディンバラ動物園/スコティッシュビーバープロジェクト 
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/

オーシャンワイズ/バンクーバー水族館リサーチプロジェクト
https://research.ocean.org 

写真： ツーオーシャンズ水族館



私たちのなすべきは、陸上生態系の保護、
回復、持続可能な利用を促進し、森林の持
続可能な管理、森林伐採との闘い、土地の
劣化と生物多様性の損失に歯止めをかけ
ることです。

持続可能な開発目標15．

陸の豊かさも守ろう

写真：  © Jason Brown, キリン  |  マーウェル動物園



陸の豊かさも守ろう
すべての種は、その生存のために健全な生態系に
依存していますが、地球は自然環境とその生物多
様性が回復不可能なほど減少する転換点に急速
に達しています。 

生息地の喪失は、森林、湿地、サバンナ、淡水系に
依存している陸生種に対する第一の脅威です。
国際保全連合（IUCN）の絶滅危惧種レッドリストや
世界野生生物基金（WWF）の生きている地球指数

（Living Planet Index ： LPI）などの評価指標によ
る脊椎動物種の野生個体数の評価とモニタリング
では、過去40年間で脊椎動物種が58％減少して
いることが示されています。　　　　　　　　　
　　　　　
これらの指標は、世界の生態系の現状を正しく反
映していると考えることができ、個体数の減少に対
する最も一般的な脅威は、持続不可能な農業や伐
採による生息地の損失と劣化であるという他の研
究結果を裏付けるものです。
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動物園や水族館は世界中の域内および域外の
保全プログラムに大きく貢献しており、種の保 
全を確実にするためには、世界的に統一された

「ワンアプローチプラン」が必要となる可能性
が高いでしょう。このアプローチは、種の選択か
ら、既存の生息地の保全、気候変動の影響に対
応するための新しい生息地の開発のための集
団的なロビー活動や権利の擁護に至るまで、い
くつかの側面を考慮しなければなりません。動
物園と水族館に共通しているのは、野生動物を
人間の手で管理することと、その福祉を支える
飼育の専門知識である。動物園と水族館はほと
んどの場合、地域的な視点から、種の計画と種
の個体数管理を調整し、生存可能な血統を維
持するために協力しています。 

種と生物多様性は驚くべき速さで失われつつ
あり、人類が持続不可能な行動や慣行から、自
然環境を考慮し、価値あるモデルへと移行する
ことで、自然環境との関係を再定義するまで、こ
のような状況は続くでしょう。
生息地や種に最善の影響を与えるための保全
努力の優先順位付けと、より適切な環境に適応
する可能性のない取り残された種の移動や回
復を考慮する必要があるでしょう。  

• 約5,000年の間に、世界の森林の50％が失われ
ています。 

• 森林は陸地の30％を占めるにすぎません。

• 陸生の動植物や昆虫の80％は残されている森林
に依存しています。

• 約16億人の人々が、その生計のために残された
森林に依存しています。

• 世界の貧困層のほぼ75％が、土地の劣化の影響
を直接受けています。

• 大規模な商業的農業が、森林破壊の最も一般的
な原因です。

• 既知の陸生動物種の22％が絶滅の危機に瀕して
います。

• 協調的な保護活動にもかかわらず、野生生物の密
猟や売買は種の減少の一因となっています。 

• 生物多様性は、地球規模の生態系サービスを支え
ており、人類にさまざまな恩恵と幸福を与えていま
す。

• 昆虫やその他の花粉媒介者は、世界の食糧経済
にとって年間2,000億ドル以上の価値があると推
定されています。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. 社会的、環境的、生態学的な複数の利益をもたら

すプロジェクトと保全活動を連携させることで、陸
域および淡水の生態系を支援すること。

2. 都市のオアシスの生息地を、受粉者や害虫駆除種
を含む在来の無脊椎動物に提供するために、適切
な餌や隠れ場所となる植物を植えたり、在来のハ
チのような受粉者のための営巣場所を提供したり
すること。

44



ケーススタディ
南オーストラリアの動物園 － アカオクロオウム保全計画
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/  

ロンドン動物学会 － 庭の野生動物の世話プログラム
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-after-
garden-wildlife 

野性生物保護区シンガポール － ワウワウテナガザルの保全
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html

ノルデンスアーク（動物園） － アムールトラの保全
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/ 

ロンドン動物学会 － KELOLA Sendangプログラム 
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/kelola-
sendang-%E2%80%93-protecting-sumatran-tiger-habitat 

オラナワイルドライフパーク － アオヤマガモ野生復帰プログラム
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/ 

（西アフリカ霊長類保全活動）WAPCA/世界の動物園の協同取組み
https://www.wapca.org/

オーシャンワイズ/バンクーバー水族館 － 両生類保全プロジェクト
地方自治体の両生類回復チームと協力して、毎年約1,400匹のオレゴ
ンスポッティドフロッグとノーザン・ヒョウガエルを指定された放流地
に放流しています。
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/

写真： マンドリル |  オストラヴァ動物園

3. 共同活動を行い、知識資源を共有することにより、他
の保全団体との関係を促進し、協力すること。  

4. 現場での保全活動に情報を提供するために、域外で
の応用調査を実施すること。



私たちのなすべきは、あらゆるレベルで、効果的
で説明責任があり、包括的な制度を構築すること
です。

持続可能な開発目標16．

平和と公正を　　　
すべての人に
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持続可能な発展のためには、安定性、平等な人権、
平和、効果的な統治が必要です。
動物園や水族館が運営をしている地域の中には、
平和で安定した政府を享受しているところもありま
す。しかし、これはWAZA会員が活動しているすべ
ての地域に当てはまるわけではなく、不安定な運営
環境や汚職、贈収賄につながる可能性があります。

国連の持続可能な開発目標16とWAZAの会員に
関連しているのは、野生動物の違法取引の取締り
です。
動物園や水族館は、動物の出入りに関して、透明性
があり倫理的に運営されていることを確認するた
めに、できる限りのことを行うようにする注意義務
があります。 

世界的な組織の一員として、WAZAの会員は野生
動物の違法な取引を阻止するのに十分な立場にあ
ります。動物園や水族館は、コレクションに持ち込
んだ動物の血統を把握し、訪問者や地域社会が野
生動物の違法取引に加担しないように働きかけな
ければなりません。
動物園水族館は、野生動物の違法な取引に反対す
る政府の政策介入を知らせ、その気にさせるととも 
に、関連する国際的な政策をサポートしなければな
りません。 

WAZAの会員は、絶滅の危機に瀕した野生動植物
の種の国際取引に関する条約（CITES）の取引規則
と、野生動物の移動や取引に関連する国内法や国
際法を遵守しなければなりません。 
動物園や水族館はまた、トラフィックやモニターの
ような野生動物の違法取引に反対する組織や、世
界的に動物の違法取引を止めるために闘っている
他の組織を、金銭的な寄付や来場者へのアドボカ
シーを通じて支援しなければなりません。

WAZA会員は、WAZAが透明性があり、管理の行き
届いた組織であることを確認する必要があります。
すべての会員は、代表者への投票、年次総会への
参加、または代理人の派遣を含むWAZAの民主的
なプロセスに積極的に参加し、自分たちの声が確
実に届くようにしなければなりません。
代表者の指名と投票は、先進国の代表者と並んで
発展途上国の代表者を増やすことも含め、包括的
なWAZA審議会を確保することができます。

動物園や水族館は、飼育している動物、自然環境、
個人や地域社会に「害を与えない」という倫理観の
もとで運営されていることが重要です。
動物園水族館は、地域社会を反映し、すべての人に
歓迎されるようにすることで、違いを生み出すこと
ができます。動物園水族館は、取引規制を遵守し、
評判の良い組織からのみ動物を調達することで、
野生動物の違法な取引を永続させないようにしな
ければなりません。
また、民主的なプロセスに参加し、WAZAの説明責
任を果たすことで、透明性があり、管理の行き届い
た会員組織を確保しなければなりません。

写真： 蜂蜜の収穫  |  アクロン動物園





• 2016年には、野生動物の違法取引の年間推定額は
70～230億ドルとされています。

• 2018年、WAZA会員の動物園・水族館のうち、女性が
運営していたのはわずか17％でした。

• 世界で5社に1社近くが、規制取引や公益取引に従事
する際に、少なくとも1回の贈収賄の支払い要求を受
けたと報告しています。

主要な事実と数字

推奨する活動
1. WAZAの会員資格とガバナンスへの途上国の機関の

参加を拡大・強化すること。 

2. コレクションに新たに加わるすべての動物の血統が
追跡可能なものであることを保証することで、世界中
の動物の違法な取引の削減に積極的に参加するこ
と。

3. 動物愛護や野生動物取引など、国内法や国際法の強
化が必要な場合に提唱すること。 

4. 意思決定における誠実さと透明性を促進し、WAZA
の民主的プロセスに積極的に参加すること。

ケーススタディ
野生動物目撃情報アプリ
http://www.wildlifewitness.net/ 

野生生物に対する違反行為を報告するためのNZ自然保護局
https://blog.dc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-of-
interacting-with-nzs-native-wildlife/ 

ブイン動物園－世界初のB Corp認証を取得した動物園 
https://bcorporation.net

写真： オークランド動物園
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持続可能な開発 目標17．

パートナーシップで　
目標を達成しよう 
私たちのなすべきは、ポジティブな変化を
もたらすために協力することで、SDGsの
実施を強化することです。



パートナーシップで　
目標を達成しよう 

• 2017年の公式開発援助は1,466億ドルとなってい
ます。これは、2016年に比べて実質0.6％の減少を
示しています。

主要な事実と図

1. WAZA会員間での連携を深めることを通じて、科学、
技術、技術革新とその成果の利用についての国際
協力を高め、互いが合意した条件に基づく知識・知
見の共有を促進すること。 

2. 持続可能な開発目標のすべての実施を支援するた
めに、WAZA加盟国における効果的かつ的を絞った
能力構築を実施するための国際的な支援を強化す
ること。

3. 持続可能な開発のための世界的な協力体制を強化
し、知識、専門知識、技術、財源を共有する多岐にわ
たる利害関係とその協力体制によって補完し、すべ
ての国における持続可能な開発目標の達成を支援
すること。

4. 志を同じくする組織との効果的な協力体制を奨励
し、促進すること。

ケーススタディ
スミソニアン－ミャンマーの生物多様性
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservation-
commons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-put-
endangered-myanmar-species-map/ 

マダガスカル動植物群
https://www.madagascarfaunaflora.org/ 

優れたパートナーシップの基本的な核心は、多様な資源
を結集して、より多くのインパクト、持続可能性の向上、
そしてすべての人にとっての価値の向上という、より多く
のことをまとめて達成できるような方法で結集する能力
にあります。私たちは、より多くのことを一緒に達成するこ
とができます。 

動物園と水族館はWAZAとそのコミュニティの持続可能
な発展を確実にするために役立ちます。持続可能な開発
目標17は、すべての国の持続可能な開発目標の達成を
支援するために、知識、専門知識、技術、財源を動員し、
共有するための重要な手段として、多岐にわたる利害関
係者の協力体制を認識しています。WAZA会員の中に
は、将来の持続可能な繁栄を拡大するために構築するこ
とができる多くの世界的な協力体制と地域における協
力体制が既に存在しています。

協力体制は、協力者間の接近が、より大きな影響を与え
るために重要な付加価値を生み出すことが実証された
場合にのみ形成されるべきです。そしてすべてのパート
ナーに純利益をもたらすことです。利益は財務的な成果
に限定されるべきではなく、環境的または社会的な利益
も含めるべきです。

目標達成のための協力体制なしに、SDGsの枠組みを組
織に取り入れることは事実上不可能です。
これは、動物園や水族館と外部の供給者との協力体制、
保全の協力体制、大学、政府の主要な利害関係者との協
力体制である可能性があります。

写真： アマゾンカッコウ  |  ベルリン動物園
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推奨する活動



チェックリスト
チェックリストは、各SDGsの推奨事項に関連する指標です。
チェックリストは、推奨事項に関連したアイデアを提供するためのものです。 
チェックリストは、すべてを網羅しているわけではありません。 

職員一人ひとりと面談して、可能性のあるキャリア形成や今後の計画を話し合っていますか？
恵まれない地域での利用を容易にする取り組みはありますか？
保全プログラムには、経済発展のための取り組みが含まれていますか？

動物園や水族館では、レベルや技術に応じたガーデニング講座はありますか？
菜園を設置して、来場者に「自分で育てる」方法を紹介できますか？
私たちに餌を提供してくれる家畜の適切な世話の仕方を示すことで、動物園や水族館での動物福祉と
最善の実践をアピールしていますか？

ケータリングでは持続可能な食品の選択と炭素消費量が低い食生活を奨励していますか？
しっかりした安全衛生方針と手順を持っていますか？
柔軟な働き方ができるような方針を持っていますか？
あなたの組織は家族に優しいですか？

持続可能な開発目標１．

貧困を無くそう

孤族可能な開発目標２．

飢餓をゼロに

持続可能な開発目標３．

全ての人に健康と福祉を



経営理念と事業計画に教育と訪問者の学習はありますか？
教育プログラムや訪問者へのメッセージは、持続可能な開発の問題に対応していますか？
教育プログラムは、多様な訪問者に向けてのプログラムを提供していますか？
あなたの組織では、施設の内外で生涯学習の機会を提供していますか？
フィールド保全プロジェクトに教育プログラムは含まれていますか？

あなたの組織では、女性の平等な法的権利と進歩を確保するために、多様性についての方針を持ってい
ますか？
教育と訪問学習プログラムは、女子への権限移譲を支援し、STEAM分野への参加を奨励していますか？

（STEAM分野とは、科学、技術、工学、芸術、数学、または応用数学のことです）
あなたの組織の方針や手順は、仕事や昇進のあり方について明確に定義していますか？
あなたの組織の保全プログラムは、その範囲とする国の中で男女平等を考慮していますか？

あなたの動物の飼育施設には、飲料水が常備されていますか？
動物園や水族館の運営で使用している水は再生利用や再循環されていますか？
動物園や水族館では、今後5年間の水使用量削減の目標が設定されていますか？
持続可能な水の利用というテーマは、訪問者の体験、地域社会との関わり、教育プログラムに組み込まれ
ていますか？
動物園や水族館の給水・管理システムの予防保全計画はありますか？
動物園や水族館の色々な場所で、無料で飲料水を飲めるようになっていますか？

持続可能な開発目標４．

質の高い教育をみんなに

持続可能な開発目標５．

ジェンダー平等を実現しよう

持続可能な開発目標６．

安全なトイレと水を世界中に
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再生可能エネルギーの選択肢は、戦略・事業計画の中で考慮されていますか？
エネルギー管理計画を立てていますか？
エネルギーの入力・出力を測定していますか？
来訪者に日常生活の中で再生可能エネルギーの選択肢を知ってもらうための取り組みをしていますか？

あなたの組織は、すべての従業員に安全で安心な労働環境を提供し、訪問者や動物にも安全で安心な環
境を提供していますか？
あなたの組織の方針や手順では、仕事や昇進のあり方が明確に定義されており、通常の業務が誰でも利
用でき、公平に配分されていますか？

あなたの組織の保全プログラムは、多岐に渡り国の社会経済的問題を考慮し、保全プログラムに経済成
長と万人のための適正な仕事を組み込んでいますか？

事業計画に持続可能な仕様を盛り込んでいますか？
購入の意思決定にライフサイクルの原価計算や評価を活用していますか？
組織との間や組織内での低炭素輸送の選択肢はありますか？
新技術の研究のために、現地のパートナーや機関との共同研究はありますか？

持続可能な開発目標７．

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

持続可能な開発目標８．

働きがいも　
経済成長も

持続可能な開発目標９．

産業と技術革新の
基盤を作ろう 



組織の中でユニバーサルデザインにアクセスできていますか？
地域や自治体と連携して、持続可能な地域づくりに取り組んでいますか？
地域の方が自由に利用できる公共の場所はありますか？
持続可能な生活について語る利用者向けのプログラムはありますか？
保全推進のための事業計画には、消費者の行動に関するメッセージが含まれていますか？
事業運営のための供給されるもののうち、地元の生産者や供給者から供給される割合はどのくらいです
か？

最低賃金の社員に対する業務開発計画はありますか（研修、助成金、家族支援）？ 
組織的な雇用の総合的方針や計画を持っていますか？
保全活動に割り当てられた予算の中で、地域社会の生活の質と幸福度を向上させるために何％が投資され
ていますか？
組織の価値観や方針には、不平等の解消に向けた取り組みが盛り込まれていますか？
政府が定めた最低賃金以上の報酬を受けている労働者の割合は何％ですか。

（これが適用される国において）
汚職や財政義務逃れの慣行を回避するための管理運営を確保するための統制が確立されていますか。
動物園や水族館の入口に、全てを含んだ料金設定や利便性への取り組みがありますか？ 

持続可能な開発目標10．

人や国の不平等をなくそう

持続可能な開発目標11．

住み続けられる 
まちづくりを
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海に由来する全ての製品の調達から販売までの一連の行程を確認しましたか？
廃棄物を適切に管理していますか？
使い捨てプラスチックの使用実態を調査し、削減計画を実施しましたか？
教育プログラムや訪問者向けプログラムに水域保護のメッセージを盛り込んでいますか？

FSC、CSPO、プラスチック削減のためのWAZA目標を達成するために、持続可能な調達方針を持っていま
すか？
あなたが提供したり購入したりするサービスや商品の優劣や付加価値について関連付けをしたことがあ
りますか？
外部に飲食提供業者がある場合、使い捨てプラスチックの使用や生ごみの許容レベルについて、業者と
の間で明確な期待値を設定していますか？
供給者に影響を与え、より持続可能なものにするために活動していますか？
購入前のアイテムの処分方法を考えていますか？
飲食提供や動物飼料を含め、業務を通じて発生する生ごみを評価していますか？

あなたの組織が、気候変動に関する地方自治体や国の政策・計画にどのように貢献できるか知っていま
すか？
あなたの動物園や水族館では、来園者プログラムを利用して、動物の種に対する気候の影響について話
しをしていますか？
異常気象に対する緩衝材としての役割と生物多様性の保護という二重の機能を果たす可能性がある生
息地の維持・修復プロジェクトを支援していますか？
事業運営における温室効果ガスの排出量を削減する方法がわかりましたか？

持続可能な開発目標12．

つくる責任
つかう責任

持続可能な開発目標13．

気候変動に具体的な対策を

持続可能な開発目標14．

海の豊かさを守ろう



あなたは、生物種とその生息地のためのア保全活動や行動を積極的に行っていますか？
教育プログラムや訪問者体験プログラムでは、環境や生息地を重視していますか？
生息地や社会福祉、種などを考慮した共益のための保全プログラムに貢献していますか？
陸上での生活を支える領域での保全事業に取り組んでいますか？
保全事業に専任のスタッフがいますか？

あなたの組織では、動物を移動する際に、CITESの規制を遵守していますか？

動物園や水族館にいるすべての動物の血統を効果的にたどることができ、また、動物園や水族館に移動
する予定の動物の血統をたどることができますか？
贈収賄や汚職のない組織を運営するにはどうすれば良いのでしょうか？
あなたは積極的にWAZAに参加して、あなたの声を届けていますか？

「まず害をなすなかれ」という姿勢を貫いていますか？

あなたの組織では、共同体制のプログラムを実施していますか？
地域的にも世界的にも環境保全の共同体制はありますか？
持続可能な成果のために、地域社会や自治体と連携していますか？
SDGsはプロジェクト計画や組織の戦略に組み込まれていますか？

持続可能な開発目標15．

陸の豊かさも守ろう

持続可能な開発目標16．

平和と公正を
すべての人に

持続可能な開発目標17．

パートナーシップで目標を達成しよう
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資料編
このセクションでは、推奨されるリソースを提供していますが、
これは網羅的なリストではなく、この文書の著者が有用である
と感じた推奨事項であることに注意してください。

持続可能な開発目標の一般的な事項
1.

2.

3.

4.

5.

6.

持続可能な開発目標のアトラス2018
アクセス可能で共有可能なデータの視覚化を使用して、17のSDGs、傾向、比較、測定の問題に関連するマップ、チャー
ト、ストーリーを提供します。
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

国連持続可能な開発知識プラットフォームのリソースライブラリー
成果と枠組み、会議、パートナーシップ、イベントカレンダーなど。
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

持続可能な開発のための世界的な目標
ブランドの資産とガイドライン、目標のためのアイコン、映画や写真。
https://www.globalgoals.org/resources

持続可能な開発目標 コミュニケーション資料
ロゴ、カラーホイール、17のSDGsアイコンの使用ガイドライン。
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

持続可能な開発目標報告書2018
6ヶ国語で利用可能。
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

SDGsトラッカー：すべての年齢層の人々の健康な生活を確保し、幸福を促進するSDGsに向けた世界的な進捗状況を追
跡し、世界中の人々が合意された目標の達成に向けて政府に説明責任を負わせることを可能にする、無料で利用可能
な出版物。
https://sdg-tracker.org/ 



7.

8.

9.

10.

生物多様性
11.

12.

SDGs基金オンライン・ライブラリ
SDGsに関連したアクセシブルなコンテンツを持つ出版物のためのオンラインプラットフォーム。
http://www.sdgfund.org/library

持続可能な開発目標/学生のためのリソース
若者向けの教材。
https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/ 

あなたの会社がSDGsのそれぞれをどのように進めることができるか
SDGsごとの企業取り組みのアイデア。
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

開発目標はどのように達成できるのか？
世界経済フォーラムでの記事。
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES） 
メディアリリース：生物多様性と自然の貢献は危険な減少を続けていると科学者が警告。
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-
%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES） 
メディアリリース － アップデート：生物多様性と自然の貢献は危険な減少を続けていると科学者が警告。
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-
dangerous-decline-scientists

生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES） 
メディアリリース：世界的な土地の劣化が「危機的」に悪化、32億人の幸福を損なう。
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-
%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32 

生物多様性と持続可能な開発のための2030行動計画
生物多様性と生態系は、多くの持続可能な開発目標（SDGs）とそれに関連する目標の中で際立って重要な位置を占めて
いる。この文書では、関連するターゲットに焦点を当てている。
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf

13.

14.
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パートナーシップ
15.

16.

17.

気候変動
18.

19.

20.

21.

アメリカ気象学会、2017年の気候の状態
アメリカ気象学会会報の特別付録。
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

2020年気候のターニングポイント、ポツダム気候研究所
必要とされる行動について、多くの組織が共同で分析を行った。
https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf

オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）、オーストラリアにおける気候変動
オーストラリアの過去、現在、未来の気候に関する情報は、産業界、政府、地域社会が、変動し、変化する気候に対応する
ための計画を立てたり、適応したりするのに役立ちます。
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）、特別報告書2018
気候変動の脅威、持続可能な開発、貧困撲滅への取り組みに対する世界的な対応を強化するという観点から、産業革
命以前のレベルを1.5℃上回る地球温暖化の影響と関連する世界的な温室効果ガスの排出経路についての報告書。
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

パートナーシップ文化ナビゲーター。組織文化とクロスセクター・パートナーシップ
分野を超えたパートナーシップで活動する際に、異なる組織文化に対処するための課題をユーザーがナビゲートする
ための実践的なガイドです。
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

包括的なパートナー契約の設計、パートナー契約スコアカードの紹介
パートナーシップを成功させるための重要な要素を取り上げた、パートナーシップのグッドプラクティスに関するガイド。
パートナーシップ契約の目的と内容
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-Partnering-
Agreements_booklet-2014_FINAL.pdf

17の持続可能な開発目標のためのツールとリソース
システム全体の視点からSDGsを理解し、SDGsを組織の一部にするために役立つツールやリソースを集めました。
http://17goals.org/tools-and-resources/ 



22.

23.

24.

国連気候変動事務局、気候アクション・ナウ、政策のための要旨2015。
気候変動の世界的な現状の概要、優れた政策、国際機関、協力的な取り組みなど、
政策立案者に向けた重要なメッセージをハイライト。
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

米国海洋大気庁（NOAA）、大気中のCO2濃度の推移
ハワイのマウナロア天文台で測定された二酸化炭素月平均値の現在のデータ。
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

温室効果ガスの排出量をゼロにするには？
informationisbeautiful.netの情報やデータを直感的に把握し表現する技術
https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gas-
emissions

気候アクション・ナウ：政策立案者のための2018年要旨
緩和・適応政策、技術、イニシアティブ、行動に焦点を当てた技術専門家会議の情報と、その他の関連する新展開をハイ
ライトした、政策立案者向けサマリー（SPM）。
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

渡り鳥の種と気候変動 環境変化が野生動物に与える影響
野生動物の渡り種の保護に関する条約は、渡りをする動物種を、渡りの範囲全域で保全することを目的とした国際協定
である。その報告書。
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environment-
wild-animals-english-only

サイエンティフィックアメリカン（American popular science magazine）
記事 － 気候変動が生物多様性への最大の脅威となっている。
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

25.

26.

27.
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エネルギー
28.

29.

30.

世界エネルギー会議
思想的リーダーシップと具体的な関与のためのグローバルで包括的なフォーラムであり、その使命は「すべての人々の
最大の利益のためにエネルギーの持続可能な供給と使用を促進すること」です。
https://www.worldenergy.org/

国連開発計画（UNDP）「気候変動における持続可能なエネルギーの提供 2017-2021戦略」は、2017-2021年の期間
における持続可能なエネルギーに関するUNDPの役割、アプローチ、焦点を明確にするために作成されました。
http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-Energy-Strategy-2017-2021.pdf

国際エネルギー機関、世界エネルギー展望2018
世界エネルギー展望（WEO）は、長期的なエネルギー分析のゴールドスタンダードです。2018年版では、最新のデータ、
技術動向、政策発表が2040年までのエネルギー部門にとって何を意味するかを示すために、更新された分析を提供し
ています。
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

UNDP. 健康と幸福
持続可能な開発目標3の詳細情報が掲載されているUNDPのウェブサイト
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-
being.html

健康と幸福のために なぜそれが重要なのか 
2ページのパンフレット
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-3.pdf

世界保健機関 
世界保健機関（WHO）は、国際的な公衆衛生に関わる国連の専門機関です。
https://www.who.int/en/

データで見る私たちの世界。世界最大の問題を解決するための研究とデータ、「疾病の重荷」報告書
https://ourworldindata.org/burden-of-disease

健康
31.

32.

33.

34.



気づきの時代。教育システムに創造的、革新的、持続可能な変化を提供する物語 
記事 － SDGsへのシステムアプローチと持続可能な開発目標8の再構築の必要性
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg8-
6c4853118f82

データで見る私たちの世界。世界最大の問題を解決するための研究とデータ
小児・乳幼児死亡率報告書
https://ourworldindata.org/child-mortality

世界人口レビュー 
世界の人口データを網羅したダイナミックなウェブサイト
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

その他
35.

36.

37.

執筆チーム 

エレイン・ベンステッド、南オーストラリア動物園 
マリア・クララ・ドミンゲス、カリ動物園
カレン・ファイフィー MNZM、ウェリントン動物園トラスト
スザンヌ・ジェンドロン、セージ・アドバイス
ミファンウィ・グリフィス、EAZA
エイミー・ヒューズ、ウェリントン動物園トラスト 
ホイミエン・リー（Hui Mien Lee）、シンガポール野生生物保護区
ジュディ・マン・ラン博士、SAAMBR 
ジョン・ワース、PAAZA 
マルティン・ゾルダン博士、WAZA

査読・校閲

マイク・バークレイ、シンガポール野生生物保護区
ポーラ・セルダン、WAZA
オークランド動物園、サラ・トーマス博士
WAZA評議員
フィードバックや事例を提供してくれたWAZAメンバー

デザイナー
エミリー・エルビン、ウェリントン動物園トラスト
ガブリエル・カーク・コーエン、WAZA
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