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MESSAGE OF THE EXECUTIVE SECRETARY OF THE CONVENTION ON 

BIOLOGICAL DIVERSITY 

MR. BRAULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS 

on the occasion of  

THE PRESS CONFERENCE TO ANNOUNCE THE WINNERS OF MIDORI 

PRIZE FOR BIODIVERSITY 2014 

8 September 2014 

 

I regret that it is not possible for me to be with you in person at this important 

announcement but would like to contribute a few words through this written message. 

The Secretariat of Convention on Biological Diversity is privileged to serve as co-

organizer of the MIDORI Prize for Biodiversity with the AEON Environmental 

Foundation. I would like to convey my thanks to the Foundation for its commitment to 

this special prize and to thank my fellow judges and all others involved in its organization. 

As judges we had a difficult task. A great many outstanding candidates with remarkable 

careers and achievements were nominated. I would therefore like to extend my sincere 

congratulations to the winners of the 2014 MIDORI Prize for Biodiversity: Dr. Kamal 

Bawa from India, Dr. Alfred Oteng-Yeboah from Ghana and Dr. Bibiana Vilá from 

Argentina. I look forward to meeting each of them at the award ceremony next month in 

the Republic of Korea.  

Each of our winners has made an outstanding contribution to the conservation and 

sustainable use of biodiversity and to sustainable development. Their work has 

contributed in very real ways to the objectives of the Convention on Biological Diversity. 

It supports our collective efforts towards the biodiversity targets set by the world 

community in 2010 and in so doing, to the wellbeing of this and future generations. 

I hope that the recognition provided by the MIDORI Prize for Biodiversity will 

serve as a fitting reward for the dedicated service of each of the winners and that it will 

serve to inspire others to emulate their great achievements. 

Thank you for your kind attention. 
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The MIDORI Prize for Biodiversity 2014 

受賞者決定記者発表における 

ブラウリオ・フェレイラ・デ・ソウザ･ジアス  

生物多様性条約事務局長からのメッセージ 

2014年９月 8日 

 

まずはじめに、本日の記者会見に私が出席できないことをお詫び申し上げますととも

に、このメッセージを通してお伝えしたいことがございます。 

 

生物多様性条約事務局は、イオン環境財団とともにこのMIDORI Prizeの共催を務めて

おります。私は、この特別な賞を実施されているイオン環境財団、そして審査員の皆様、

さらに本賞の運営に貢献されたすべての関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと

思います。 

 

審査は私たち審査員にとって大変難しい作業でした。今回も並外れた経歴と業績を持

った大変数多くの非常に優れた候補者の方々が推薦されました。それゆえ、私は2014年

のMIDORI Prizeを勝ち取られた受賞者の皆様、インドのカマル・バワ博士、ガーナのア

ルフレッド・オテング＝イエボア博士、そしてアルゼンチンのビビアナ・ヴィラ博士に

心からお祝い申し上げたいと思います。私は来月に韓国で開催される授賞式において受

賞者の皆様にお会いできることを楽しみにしております。 

 

受賞者の皆様はどなたも、生物多様性の保全と持続可能な利用、そして持続可能な開

発に対して非常に優れた貢献をなされてきました。受賞者の皆様のこれまでの業績は、

現実的かつ実践的な方法によって生物多様性条約の目的に寄与するものであります。そ

れは、2010年に国際社会が策定した生物多様性の目標の達成に向けた私たちの結集した

取組を支援するものであり、そうすることで、現世代そして将来世代の幸福にも貢献す

るものであります。 

 

私は、このMIDORI Prize の表彰が、受賞者の皆様のこれまでのご尽力に報いるもの

であるとともに、さらに他の人々が受賞者の皆様の優れた業績から刺激を得て、インス

パイアされることを願ってやみません。 

 

ご清聴ありがとうございました。 
 

 

 

 
 


