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法、海洋の生態系に基づく管理のためのバイ

海洋科学の検討結果を国際法や国内政策へ

オリージョン化、中西部太平洋まぐろ類委員

と一方的に反映させるのではなく、科学的検

会における boundary work の分析の３事例に

討と海洋ガバナンスの間での有機的な相互作

着目した。

用を実現することで、両者の緊密な協調（意

いずれの事例でも、科学技術が大きなイン

味のある応答）は実現可能だろうか。多様な

プリケーションを有すると同時に、政治的交

アクター、すなわち政策の意思決定者、海洋

渉と、科学技術の検討を接続することの難し

の利用者、海洋環境に価値を見出す者などに

さが明らかになっている。特に、個別の社会

よる討議を前提としつつ、自然科学や工学の

的意思決定における科学者の人選・要件、科

知見を適切に利用することで、科学的根拠に

学顧問など社会的意思決定に科学者が関与す

基づく政策形成過程を実現できれば、それは

る制度、エビデンスとして必要とされる情報

頑強な海洋ガバナンスであると言えよう。

と科学者が提供できる情報のマッチング、科

本研究では、そのような海洋ガバナンスの

学者の側から社会や意思決定者に対して問題

あるべき姿を検討するにあたり、海洋科学と

提起する方法論などについてより一層の検討

交錯する海洋ガバナンスについて、事例調査

が必要であることが明らかになった。これら

を行うことで、海洋科学と海洋ガバナンスの

の側面を踏まえて、科学と政治との間で意味

接続領域における現実の課題や検討の着眼点

ある応答を可能とするモデルの確立が今後の

を把握した。今年度は、国際海運を含む国際

研究により必要だと考えられる。

交通分野における地球温暖化対策の経済的手
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複数の「科学的知見」

リニアモデルに代わる意味ある応答を実現するガバナンスの可能性は？

２．研究の背景
海洋科学の検討結果を国際法や国内政策へと一方
的に反映させるのではなく、科学的検討と海洋ガバ

ど、工学から理学まで、異なるディシプリンの「科
学」がそれぞれの海洋ガバナンスでは必要とされて
いる点でも、網羅性に留意した。

ナンスの間での有機的な相互作用を実現することで、
目する。海洋ガバナンスにおいては、自然科学とは

４．国際海運を含む国際交通分野における
地球温暖化対策：経済的手法を事例に

全く異なる規範による意思決定も可能であり、科学

１）はじめに

両者の緊密な協調（意味のある応答）の可能性に着

技術が最適な解決策を一意に示し得ないトランスサ

海洋政策と科学技術との関係については、国際海

イエンスの領域の課題を包含する。しかし海洋ガバ

運等国際交通からの CO2 の排出削減に係る政策過

ナンスにおける政治的意思決定は自然科学の知見を

程を事例に、引き続き分析を行った。特に、地球温

全く無視すべきであるということはあり得ない。む

暖化対策については、今年 11 月末より開催される気

しろ、多様なアクター、すなわち政策の意思決定者、

候変動枠組み条約締約国会議（COP21）において、

海洋の利用者、海洋環境に価値を見出す者などによ

2020 年以降の新たな枠組みの構築に合意すること

る討議を前提としつつ、自然科学の知見を利用する

としており、一昨年の COP19 では、全ての国に対

ことで、科学的根拠に基づく政策形成過程を実現で

し、COP21 に十分先立ち（準備できる国は 2015 年

きれば、それは頑強な海洋ガバナンスであると言え

第 1 四半期までに）2020 年以降の約束草案を示す

よう。

ことが招請されている。また、新しい法的枠組みを

本研究では、そのような海洋ガバナンスのあるべ

採択に向けては、強化された行動のためのダーバン

き姿を検討するにあたり、海洋科学と交錯する海洋

プラットフォーム作業部会（ADP）等で議論が行わ

ガバナンスについて、事例調査としてその現状を分

れている。法的枠組みの構築に当たっては各種論点

析した。具体的には、そのガバナンスを構成する要

があるところ、その一つとして、気候変動に係る資

素（意思決定プロセス、法制度等による担保など）

金メカニズムの構築に当たり、国際交通分野が資金

のなかでも特に、海洋科学の知見が政治的意思決定

提供源の一つとして取り上げられ、議論が行われて

に反映される仕組みについて、歴史的経緯などを踏

いることもあり、実際の排出削減に係る動向と併せ

まえた調査を行った。また、これらの調査結果に基

て、その検討過程にも含め分析を行った。

づき、海洋科学と海洋ガバナンスの接続領域におけ
る現実の課題や着眼点を把握した。

２）問題の所在
国際海運に係る経済的手法については、燃料油課

３．事例研究の概要

金制度や排出量取引制度（ETS）などについて提案

本研究が対象とした事例は、以下の３つである。

があるものの、国際海事機関（IMO）において詳細

・国際海運を含む国際交通分野における

な審議は行われず、審議は停滞していることについ

地球温暖化対策：経済的手法を事例に

て大きな変化はない。またこうした検討と併せて、

・海洋の生態系に基づく管理のためのバイオ
リージョン化
・中西部太平洋まぐろ類委員会における boundary
work の分析
それぞれ、海上輸送、資源管理、水産という異な

IMO の MEPC 65 において、国際海運からの更なる
GHG 排出削減のための技術的及び運航的手法とし
て、現存船を含めた船舶に対し、運航データのモニ
タリング、報告及び認証を課す燃費報告制度（MRV）
については、2014 年の MEPC67 において、本制度に

る領域における海洋ガバナンスの事例を調査対象と

必要な要素である対象船舶、報告すべきデータ項目、

することで、海洋ガバナンスとしての網羅性に留意

旗国の果たすべき役割等について、コレスポンデン

した。また、気候変動、造船技術、地学、生物学な

スグループにおける検討結果が報告されているが、

更に検討を進めることとなっている。
他方、COP を見ると、CO2 排出削減のための資金
スキームについては、COP18 へ提出された共同議長

出量取引等について再検討を進めるにあたって参考
となると考えられる。以上の問題意識を基に本稿を
進める。

作成の長期資金に関するワークショップレポートは、
特定のセクターとして国際航空及び海運分野からの
拠出を大きな資金源と位置づけている。また、その

３）国際交通分野を温暖化対策基金の
資金源とすることについて

特別作業部会等においては、2014 年 9 月 30 日に EU

国際海運については、船舶の船籍国による区分け

から提出されたサブミッションでは、複数の国が国

は難しいため、CBDR 原則を適用することはできず、

際交通を長期資金の拠出源の一つとして位置づけて

国際ルールの一律適用が不可欠であることから、国

いる。さらに、ADP においては、ツバルが、適応基

連気候変動枠組条約・京都議定書上は IMO によって

金への拠出の有力な候補として国際交通を提案して

一律に対策が立案されており、国際航空も含めた国

おり、交渉テキスト案としても、こうした文言が記

際交通については、法的な削減目標も課せられてい

載されている。

ない。このため、UNFCCC 関連会議の場において、

これに対し、2013 年開催の第 38 回国際民間航空

途上国より UNFCCC が IMO や ICAO に削減に係る

機関（ICAO）総会においては、
「ICAO 及び ICAO

指示を与えるべきとの主張がなされる場合がある。

加盟国に対して、UNFCCC のプロセスを通じて、国

こうした考え方から、国際交通に係る燃料油課金制

際航空を他のセクターへの気候資金の資金源として

度や排出量取引制度を創設し、これらの制度の中で、

活用することへの明確な懸念を表明することを促

例えば賦課金的な要素を盛り込むことで、削減義務

す」旨の内容を含む決議がなされている。また、2014

に代えて拠出義務を負わせるということは、概念上

年の日本のサブミッションにおいても、国際海運・

は可能と考えられるが、提案国から何故国際交通を

航空分野を長期資金源の一つとすること及び特定セ

特に対象とする理由について説明されたことはない。

クターに過度の負担を強いることを前提に議論する

国際海運からの CO2 の排出削減について見ると、

ことは不公平であるとともに、まず、当該分野の専

第一段階の取り組みとして、技術的手法として、

門的知見を有するIMO 及びICAO で議論されるべき

MARPOL 条約附属書Ⅵの改正案が 2011 年 7 月に採

と主張している。

択されている。第一段階の中でも、まず 2013 年以降

しかし、そもそも、UNFCCC において、特定のセ

に建造契約が締結される新造船に対する規制として、

クターを長期資金源とする根拠及び決定が存在して

2013 年から新造船に CO2 排出基準（EEDI）への適

いない中で、また、全体に占める CO2 排出量の割合

合を義務付けるとともに、2015 年から 2025 年にか

が多くない中で、どのような科学的根拠を基にその

けて基準を段階的に強化すること、次に第二段階と

ような主張をするのかは依然として疑問点として残

して、現存船を含む全ての船舶に省エネ運航計画の

っている。

策定を義務付けることとしている。このように数値

また、国際交通のうち国際航空における検討を比
較整理することは、今後の国際海運の政策決定を類

目標としての削減義務を課されていないものの、対
策は講じられている。

推するに当たり示唆を与えるものと考えられる。さ

また、国際海運・航空等の特定セクターを温暖化

らに、排出量取引等の進捗が乏しい中で、関連する

対策基金の有力な資金源に値するかどうかは、国際

制度として活用されているものとして、クレジット

海運からの CO2 排出量が世界全体の排出量に占め

制度やカーボン・オフセット制度がある。同制度に

る割合も勘案して考える必要がある。国際海運から

おいて、海洋分野における活用状況及び同制度を担

の最新の CO2 排出量については、2009 年の第 2 次

保するにあたり、どのような知見に基づく運用がな

IMO Study についてその策定過程を概観したが、第 2

されているかを見ることは、今後 IMO、ICAO が排

次 IMO Study を改訂され、2014 年の MEPC67 にお

いて、第 3 次 IMO Study が IMO 事務局から提出さ

４）国際航空における対策との比較

れた。同 Study によれば、2012 年時点の国際海運か

国際海運に係る経済的手法については議論が大き

らの二酸化炭素排出量は 8 億トンで、世界全体の排

くは進んでいないため、比較対象として、同じ国際

出量に対して国際海運の占める割合は 2.2%となっ

交通分野である国際航空に係る現行制度について比

ており、2050 年の排出量の予測は、更なる対策を講

較整理を行った。国際交通については上述のとおり

じない場合には、12 億トンから 28 億トンの間で推

資金源としての議論が行われている他、UNFCCC の

移するとされた。
2009 年の第2 次Studyでは、
2007 年

下部機関である科学上及び技術上の助言に関する補

は 8.7 億トンで、世界全体の排出量に対して国際海

助機関会合（SBSTA）において、議題の一つとして

運の占める割合は 2.2%であり、2050 年の排出量の

国際航空・海運からの排出が取り上げられている。

予測は、更なる対策を講じない場合には、13 億トン

また、同会合では毎回 ICAO 及び IMO に、国際航空・

から 19 億トンの間のいずれかで推移するとしてい

海運で利用される燃料からの排出に係る報告を慫慂

た。いずれにしても従前のとおり、国際海運は 2％

する旨の結論文書が採択されている。

程度の寄与度しかないことが示されている。

現在、
世界全体での航空機からの GHG 排出量は、

GHG 排出総量の 3%を占めている。また、航空機は

に発表される。規制対象が米国の航空会社だけなの

成層圏近くで GHG 排出を行うため、その温室効果

か、あるいは米国を離発着するすべての航空会社が

は地表面における同量の排出よりも大きい。航空業

対象となるのか、そして規制値を含めた規制の詳細

界に対する排出規制はこれまで EU が部分的に実施

案については現在のところ公表されていない。ただ

するのみであったが、EU が国際航空に対しでも規

し、ICAO において米国が影響力を持っている点で

制対象を広げることに対する国際的な批判を受けて、

EPA による国内規制ではあるものの、その動向を引

ICAO において世界的な取り組みのあり方の議論が

き続き注視することとしたい。

行われてきた（日本エネルギー経済研究所 2014）。
2010 年 ICAO 総会において、グローバル削減目標と
して、①燃料効率毎年 2%改善すること、および②

５）経済的手法としてのクレジット制度について
クレジット制度については、国内クレジット制度

2020 年以降排出を増加させないことが決議された。

及びオフセット・クレジット制度（J-VER）を統合

また、目標達成に向け、各国は新技術の導入、運航

した新たなクレジット制度や二国間クレジット制度

方式の改善、代替燃料の活用に向けた取組み、経済

（JCM）の本格運用などの動きが見られている。ま

的手法（MBMs)の検討等の対策等を推進することと

た、京都議定書による目標達成に当たってもクレジ

した。

ット制度が活用されているが、それだけ正確性・正

2013 年 ICAO 総会においては、市場メカニズムを

当性の確保が重要である。クレジット制度全体につ

活用した世界的な排出削減制度（MBMs：Market

いては各種文献が存在するもの、国際海運を含む運

Based Measures）を構築することが決定されるととも

輸分野に限定したものとしては、近江が運輸部門に

に、グローバル削減目標達成のため、あらゆる施策

おける CDM・JCM プロジェクトの展開に向けた考

に包括的に取り組むことに合意し、決議が採択され

察を行っているほかは、既往研究に乏しい。国際海

た。市場メカニズムを活用した世界的な排出削減制

運分野の経済的手法として、クレジット制度特に、

度に係る具体的な手法としては排出権取引等を検討

運輸分野で活用されているカーボン・オフセットを

中であるが、2020 年から実施予定としている。総会

中心にしつつ、J クレジットにおいて対象とされて

決議を受け、ICAO 内に理事会メンバーからなる会

いる電動船舶への更新に注目して整理することとし

議体（アドバイザリーグループ）や専門家からなる

たい。

タスクフォースを設置し、世界的 MBM の勧告案策

（１）国内のクレジット制度：

定に向け検討している。また、ICAO 内にタスクフ
ォースを設置し、代替燃料による排出量削減効果の
算定手法や代替燃料の将来動向予測を検討している。

Ｊクレジット制度について
ａ）概要
Ｊ－クレジット制度は、中小企業等の省エネ設備

いずれも 2016 年の総会に検討結果を報告予定であ

の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削

る。

減・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、

この関係で米国の動きを簡単に取り上げたい。

2013 年度より国内クレジット制度とＪ－ＶＥＲ制

ICAO の決定では、同じ効果が得られるのであれば

度を一本化し、経済産業省・環境省・農林水産省が

決定に対する実施方法は各国で独自に定めることを

運営している。本制度により、中小企業・自治体等

認めているため、ICAO の規制に先だって米国の動

の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活

きが始まっている。ICAO の総会において、米国環

用による国内での資金循環を促すことで環境と経済

境保護庁(EPA) が、はじめて気候変動対策として航

の両立を目指している。

空機から排出される温室効果ガス(以下 GHG) の排

ｂ）プロジェクトの真正性の担保：方法論

出規制に向け、その前段階となる調査を開始するこ

方法論とは、排出削減・吸収に資する技術ごとに、

とを発表した（EPA 2014）
。調査結果は 2015 年 4 月

適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニタ

リング方法を規定したものであり、検証可能な妥当

家庭における電気自動車の新規導入 1 件）となって

性を担保するものとなっている。2015 年 4 月現在で

おり、電動船舶への更新に係る実績はまだないが、

60 あり、そのうち運輸分野は、電動船舶への更新を

スーパーエコシップの普及に当たり、さらなる登録

含め 10 の方法論が登録されている。

が期待される。

電動船舶の更新については、電動式の船舶を導入
することにより、化石燃料の使用量を削減するもの

（２）JCM
ａ）概要

であるが、適用条件として、①更新前の化石燃料を

二国間クレジット制度 (Joint Crediting Mechanism

使用する船舶よりも、低炭素型の電動式船舶を導入

(JCM))は、優れた低炭素技術・システム・サービス・

すること②更新前の船舶におけるエネルギー使用量

インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、途上国

及び輸送トンマイル等について、原則として、更新

の持続可能な開発に貢献すること、日本からの温室

前の 1 年間の累積値が把握可能であることとされて

効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・

いる。

検証(MRV)方法論を適用し、定量的に適切に評価し、

ベースライン排出量は、プロジェクト実施後の輸
送トンマイルを、ベースラインの船舶で運航する場

日本の排出削減目標の達成に活用すること等を基本
概念としている。

合に想定される CO2 排出量であり、主なモニタリン

2015 年 1 月現在、日本はモンゴル、バングラデシ

グ項目は、①プロジェクト実施後の電動式船舶にお

ュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、

ける電力使用量及び輸送トンマイル、②更新前のエ

ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カン

ンジン式船舶における燃料使用量及び輸送トンマイ

ボジア、メキシコと 12 か国と間で二国間文書の署名

ルである。

を行っている。

ｃ）プロジェクトの登録

本制度における運用も、調査研究以降詳細が決ま

プロジェクトの登録のための要件としては、①日

り、日本とそれぞれの国の間で合同委員会が開催さ

本国内で実施されること、② 2013 年 4 月 1 日以降

れ、合同委員会において、JCM の運用に関する各種

に開始されたものであること、③追加性を有するこ

決定（ルールやガイドラインの開発や改定、方法論

と（原則として、設備の投資回収年数が３年以上か

の承認、プロジェクト登録、クレジット発行等）を

どうかで追加性の有無を判断。
）
、④方法論に基づい

行う。クレジット発行量が合同委員会にて決定され

て実施されること、⑤妥当性確認機関による妥当性

た後、両国政府はそれぞれの登録簿にクレジットを

確認を受けていること等の要件を満たす必要がある。

発行することとなる。また、JCM 登録簿については

また、プロジェクト認証のための要件としては、①

それぞれの国で構築されることになっている。

プロジェクトを実施した結果生じていること。②排

ｂ）実績

出削減・吸収量が、プロジェクト計画書に従って算

インドネシアとの合同委員会において、2014 年 10

定されていること。③検証機関による検証を受けて

月に JCM 第一号プロジェクト（工場空調及びプロセ

いること、④類似制度において認証を受けていない

ス冷却用のエネルギー削減）が登録されている。な

こと等の要件を満たす必要がある。

お、モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニ

クレジットの登録実績としては、全体として通常

ア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、

型 57 件及びプログラム型 33 件となっており、特に

パラオ、カンボジアとの間で、それぞれ合同委員会

運輸関係については、通常型 3 件（物流会社におけ

が開催された。海運を含む運輸分野の実績はまだな

るバイオマス液体燃料(BDF)による化石燃料の代替

い。ただ、経済産業省の JCM 支援事業として、2014

2 件、物流会社における廃食用油由来のバイオディ

年度のベトナムに対する支援の一つとして、船舶操

ーゼル燃料の車両等における利用 1 件）
、プログラム

業の省エネルギー化に関する実現性可能性調査が行

型が2件
（住宅における電気自動車の新規導入1件、

われている。

また、環境省における JCM 支援事業においては、

サービスへのカーボン・オフセットの導入を支援す

運輸関係で 3 つの案件が採択されているが、ベトナ

るために交通エコロジー・モビリティ財団が提供す

ムにおける日本通運がデジタルタコグラフを用いた

るサービスで、WEB システムを通じて排出量の算定

エコドライブ、コスタリカにおけるタクシー用途で

やクレジットの購入・管理などをしやすくするもの

の電気自動車利用促進及びタイにおける自動車排出

である。対象業種は交通・観光関係の旅客船を含む

CO2 を削減する為の日本製中古エンジン導入促進事

計 10 業種となっている。

業であり、海運関係の実績はない。こうした事業を
契機として、また海外インフラ展開とも関連して、
海運分野についても、JCM が活用されることが期待

６）おわりに
以上のとおり、国際海運を含む交通分野における

される。

CO2 削減に向けた経済的手法を事例に、実施する政

（３）カーボン・オフセット

策の正当性、妥当性担保のために、科学的知見を含

ａ）概要

め、どのような方策がとられているのか、国際航空

カーボン・オフセットとは、
市民、
企業、
NPO/NGO、

との比較も含め、事例の収集整理を行った。2015 年

自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果

度においては、収集した事例に基づく一般的含意の

ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努

構築とその適用について考察を行うとともに、

力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量につ

COP21 に向け、さらに議論が精緻化すると思われる

いて、クレジットを購入すること又は他の場所で排

ことから、SBSTA における議論も含めその過程の分

出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施

析・検討についても併せ行うこととしたい。

すること等により、その排出量の全部又は一部を埋
め合わせることをいう 。
カーボン・オフセットに用いられるクレジットは、
カーボン・オフセットの信頼性を構築するために、

５．海洋の生態系に基づく管理のための
バイオリージョン化
１）問題の所在

①確実な排出削減・吸収が実現されていること、②

漁業資源の乱獲による枯渇や海洋環境の悪化に対

排出削減・吸収量が一定の精度で算定されているこ

する懸念が続く中、海洋における生物多様性の保全

と、③温室効果ガス吸収の場合はその永続性が確保

を図り、生態系に基づく管理（ecosystem-based

されていること、④クレジットを創出するプロジェ

management）を行うことが必要であるとの認識が持

クトの二重使用が回避されること等の一定の基準を

たれるようになってきた。1982 年に採択された国連

満たしていることが必要である。J-クレジット制度

海洋法条約は、例えば排他的経済水域における生物

でも登録簿上では一度無効化されたクレジットは移

資源の持続可能な利用について、個別資源の資源量

転できないように管理されている。

に着目した最大持続生産量（MSY）モデルに基づく

ｂ）活用状況

生物資源の保存・管理とその最適利用のための枠組

国内におけるカーボン・オフセット取組件数は報

みを規定している。これに対して、生態系に基づく

道ベースで 2007 年 12 月からの累積で約 1,300 件

管理の考え方は、海洋における管理対象を生態系の

となっており、業種別でみると、製造業が最も多く

個々の構成要素ではなく生態系そのものに設定し、

全体の 1/4 近くを占めており、次いでサービス業、

その動態性に応じた管理を図るものである。生態系

卸売・小売業がほぼ同率、運輸業は約 50 件となって

に基づく管理は、必然的に一定の海域に対する管理

いるが、海運関係はまだ存在しない。

枠組みの形をとることになり、アジェンダ 21 以降の

ｃ）カーボン・オフセットへの支援：交通・観光

アプローチにおいては、海洋保護区（MPA）のよう

カーボン・オフセット支援システム
本システムは、交通・観光事業者による自社商品・

な「場所に基づく管理（place-based management）
」が
重要なものとして位置づけられるようになった。

海洋において生態系に基づく管理を実現するため

Marine Ecosystems, AAAS Selected Symposium 99

には、海洋ガバナンスのための枠組みが様々なレベ

(1986), 263-267.）
。LME は、水深、水路、生産性及び

ルにおいて海洋科学との接続性を有している必要が

食物連鎖等の観点から海域を区分するものであり、

ある。本研究では、手始めとして生態系に基づく管

ガバナンスのための制度の存在や管理上の実際的な

理を実現する上で必要となるはずである生態系の特

考慮も加味して、沿岸に近い海域を中心に世界の海

定の仕方に着目し、特に一部の条約体制の中で用い

を 64 の LME に区分している。この区分は生態系の

られはじめている「バイオリージョン化

みに着目したものではないが、海洋の特性に着目し

（bioregionalisation）
」という手法を考察の対象とし

た区分が多くの場合には生態系に着目したものと重

た。バイオリージョン化は既存の条約枠組みの中で、

なっており、生態系に基づいた管理のための手法と

生態系に基づく管理の実現のために科学的知見の取

して位置づけられている（瀬木志央「生態系に基づ

り込みを図る方法の一つである。本年度における研

いた海洋ガバナンスに関する世界的動向と日本への

究としては、まずは現状の動向の調査と、このよう

政策的含意」
『海洋政策研究』第 11 号（2013 年）19

な手法が登場するようになった背景にある海洋管理

‐22 頁）
。

をめぐる国際的な動きの検討を行った。

より最近では、ユネスコの政府間海洋学委員会
（UNESCO-IOC）が、2007 年に全球的な生物地理学

２）政策手段としてのバイオリージョン化

的な海域の区分として「Global Open Oceans and Deep

海域の「バイオリージョン化」は、様々な環境情報

Seabed (GOODS) biogeographic classification」を発表し

及び生物学的情報を用いて広い海域を明確に区別さ

ている（M. Vierros et. al. (eds.), Global Open Oceans and

れる小海域に分割することを目指すプロセスである

Deep Seabed (GOODS) Bioregional Classification, IOC

（S. Grant, A. Constable, B. Raymond, and S. Doust,

Technical Series, 84 (2009).）
。GOODS の報告書草案は

Bioregionalisation of the Southern Ocean: Report of

生物多様性条約の科学技術助言補助機関（SBSTTA）

Experts Workshop (WWF-Australia and ACE CRC,

の第 13 会期に提出され、SBSTTA は報告書草案を勧

2006)）
。区分けされた範囲内の海域は一定の特性を

告 XIII/3 でテイク・ノートしている。
ただし、GOODS

有する海域となり、小海域間では生物の構成や生息

における海域区分が生物多様性の保全のための具体

環境の物理的・生態学的の特性が異なることとなる。

的な法制度と結びつく動きは今のところ見られない。

こうして区分けされた海域は、特定の「生態系」の
広がりそのものではないにしても、生態学的な特性

３）条約体制におけるバイオリージョン化の活用

に基づいて適切に海洋環境を保存・管理するために

既存の条約体制の中で、より具体的に海域の管理

特定することが必要な管理のための基礎的な単位と

と結びつけてバイオリージョン化の作業が行われた

なりうるものである。したがって、バイオリージョ

例としては、南極条約体制の下での「南極の海洋生

ン化は海域の管理とそのための具体的な制度設計を

物資源の保存に関する委員会」
（CCAMLR）による

検討する上で有用な情報をもたらすプロセスとなり

利用と、北東大西洋の海洋環境保護のための条約

うる。

（OSPAR 条約）の実施過程における利用がある。そ

海洋に関する施策を立案する上で、海域をその特
性に応じた小海域に区分するという手法は 1990 年

の他、最近では北西大西洋漁業機関（NAFO）のよ
うな地域的漁業管理期間による利用もある。

代から特に注目されるようになった。海洋ガバナン

南極条約体制の下では、2005 年に CCAMLR 及び

スのための基礎的な単位として提唱された最も著名

その科学委員会は、条約の適用海域における包括的

なものとしては、
「大規模海洋生態系（LME: Large

かつ生態学的に代表的な海洋保護区のシステムを策

Marine Ecosystems）」がある（K. Sherman and L.

定する上で必要となる作業について検討し、その中

Alexander (eds.), Variability and Management of Large

で南極海をその生態学的な特性による小海域に区分

するバイオリージョン化が最初の作業として位置づ

る正式な位置づけを有してはいないが、海洋保護区

けられた。翌年には豪州のホバートで南極海のバイ

の設定に関する文書の中で言及されている上に

オリージョン化に関するワークショップが行われ、

（Guidance on Developing an Ecologically Coherent

水深、海面の温度や栄養レベルといった海洋の物理

Network of OSPAR Marine Protected Areas）
、締約国が

的な特性に基づいた 14 の海域に区分する報告書が

海洋保護区の設定に関する提案を提出する際や、海

まとめられた。この報告書について 2007 年の

洋保護区ネットワークの整備の進展に関する報告書

CCAMLR 科学委員会は、
条約適用海域の空間的管理

の中で用いられてきた。

のための情報を提供する「良い作業成果」であると
い う 点 で 合 意 し て い る （ SC-CAMLR-XXVI,
para.3.75）
。

４） 海洋ガバナンスにおけるバイオリージョン化
の機能と限界

もっとも、条約体制内の科学委員会を中心とした

上述のように、海域のバイオリージョン化の作業

プロセスが、実際の海域の管理の実施にどのように

は生態系に基づいた管理を実現するための手法であ

結びつくのかが問題である。この点、南極海におけ

り、とりわけ代表性を有する海洋保護区ネットワー

る海洋保護区の設定については、締約国間の対立を

クの確立との関係で既存の条約体制の中にも取り込

反映して今までのところ合意に至ることができてい

まれるようになってきている。こうした動きの背景

ない。その理由はバイオリージョン化の作業が寄与

には、海洋管理に関する国際的な潮流として、海洋

を目的としている具体的な海域選定よりは、およそ

の生物資源の状況の悪化及び生物多様性の損失に歯

条約適用海域（公海上）に海洋保護区を設定するこ

止めがかかっていないとの認識の下に、特に代表性

との可否にかかるものであり、現状では条約体制の

を有する海洋保護区のネットワークを構築すべきで

中でバイオリージョン化の作業の寄与を十分に測る

あるとの政策文書が繰り返し採択されてきたことが

ことはできない。もっとも、具体的な海域の設定の

ある。

提案との関係で、その「代表性（representativeness）
」

ヨハネスブルク・サミットの成果文書である「持

や指定される海域の規模をめぐる議論に科学的な知

続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画」では、

見を基礎としたバイオリージョン化の作業が一定の

「生態系アプローチ、破壊的漁業慣習の排除、代表

影響を及ぼした可能性も想定できる。このような要

的ネットワークの 2012 年までの設立及び幼育の場

素については、さらなる検討が必要であり、次年度

と期間を保護するための期間・区域禁漁を含む国際

に検討を継続することを予定している。

法に整合し科学的情報に基づいた海洋保護区の設置、

OSPAR 条約体制においては、2003 年に「北東大

適切な沿岸陸域の利用、集水域計画及び 海域・沿岸

西洋において生態学的に一貫性を有する

域管理の重要部門への統合を含む、多岐にわたるア

（ecologically coherent）良く管理された海洋保護区の

プローチ及び手段の利用を開発・促進すること」
（第

ネットワーク」を 2010 年までに設立することについ

32 項(c)）を通じて、海洋の保全及び管理を促進する

て合意がなされている（勧告 2003/3）
。ここで生態学

こととしている。また、これを受けて生物多様性条

的な一貫性として求められているのは、海洋保護区

約の締約国会合は 2004 年に陸域については 2010 年

の代表性と相互の接続性である。このように、

までに、海域については 2012 年までに包括的、代表

OSPAR 条約体制においても、海洋保護区の設定プロ

的、かつ効果的に管理された保護地域のネットワー

セスとの関係で海洋保護区ネットワークの代表性を

クを確立することを目的とする作業プログラムを採

測定する必要が生じ、用いられるようになったのが

択している。

生物地理学的な分類である「Dinter biogeographic

海洋保護区の代表的なネットワークの確立に向け

classification」である。OSPAR 条約適用海域のこのバ

た動きは、それ自体として海洋環境の保全・保護に

イオリージョン化は、条約及びその下位文書におけ

関する捉え方の変化を反映している。国連海洋法条

約が汚染からの海洋環境の保護・保全及び特に脆弱

あるにも関わらず、海洋管理の具体的な法制度との

な海域の保護を念頭に置いているのに対し、今日で

関係でどのようにインプットされるのかは全く明確

は海域における生態系の保全及び生物多様性の保護

ではない。このように、バイオリージョン化の政策

も重視されるようになった。海洋保護区の設置目的

ツールとしての可能性が指摘されつつも（J. Rice et al.

にはこの 2 つの相互に関連しているが区別すること

(eds.),“Policy Relevance of Biogeographic Classification

のできる目的がありうるのであり、代表的なネット

for Conservation and Management of Marine Biodiversity

ワークの確立が求められているのは後者の観点から

Beyond

である。

Biogeographic Classification ” , Marine Policy 54(2)

National

Jurisdiction,

and

the GOODS

このような大きな潮流の中でバイオリージョン化

(2011), 110-122.）
、その作用のあり方は制度的に具体

という手法を海洋保護区の設定プロセスとの関係で

化されるには至っていない。その結果、海洋科学の

条約体制が取り入れるようになったことは必然的で

知見は極めてアドホックな形で海洋ガバナンスのた

あったといえる。管理及び保護の対象となる単位を

めの枠組みに接続されることになり、バイオリージ

自然科学の知見を用いて特定する必要がある以上、

ョン化の作業が生態系に基づく海域管理のための過

こうした手法をどのように管理のための法制度に取

程に十分にフィードバックされないことや、既存の

り込んでいくかという点は、海洋の管理に関係する

研究成果が偶然性の高い形で政策過程に取り込まれ

様々な条約体制で問題となりうる。また、海洋に対

ることが生じうる。

する科学的知見には不確実性があること、そして海

もちろん、
CCAMLR において海洋保護区の設定に

洋環境は常に変動しており、今日では気候変動や海

向けた議論が難航しているように、海洋保護区の設

洋酸性化など変動が特に問題となっていることに鑑

定を含めた海域の管理のあり方は最終的には社会的

みれば、条約の適用海域の区分化は一回限りの作業

な意思決定の問題であることを考えれば、海洋科学

ではありえず、継続的なモニタリングとそこで得ら

による知見が意思決定の過程に必ず取り込まれるべ

れた知見による更新のプロセスが必要となる。

き事項として条約体制に取り込むことが必ずしも良

CCAMLR や OSPAR 条約におけるバイオリージョン

き海洋ガバナンスに繋がるとは限らない。むしろ条

化の作業には、こうしたプロセスの萌芽を読み取る

約体制ごとの状況に応じたアドホックなバイオリー

ことができる。

ジョン化の実施の方が、十分な科学的根拠に基づい

他方で、既存の条約体制におけるバイオリージョ

た海域管理に繋がる可能性もある。いずれにしても

ン化の作業においては、条約体制との制度的な結び

生態系に基づいた管理の考え方が、管理対象の特定

つきが希薄であることが指摘できる。
CCAMLR では

に海洋科学の知見を必要とする以上、どのような形

科学委員会のイニシャティブの下に作業が進められ

で海洋科学を海洋ガバナンスに接続すべきであるの

たが、その作業の成果が海洋保護区設定のプロセス

かは、条約体制のあり方の問題として検討する必要

の全体像の中でどのように生かされるのかは、少な

がある。今年度の研究において実施したバイオリー

くとも制度的な意味においては必ずしも明確ではな

ジョン化の利用例に関する調査を前提として、次年

い。OSPAR 条約の場合にはバイオリージョン化の作

度は条約体制における具体的な制度設計の問題につ

業を条約体制の中で実施したのではなく、既存の研

いて検討を継続する予定である。

究成果の有用性が認められることで、OSPAR 条約体
制下の海洋保護区設定の過程の中で事実上参照され

５）まとめと今度の課題

ているに過ぎない。GOODS のような条約体制とは

今年度の検討では、これまで注目されることが少

別に行われたプロジェクトにおいてはさらに、それ

なかった「バイオリージョン化」の作業について、

が一定の政策的な意義を持ちうることは認識されて

政策的な応用を前提として作業を行ったプロジェク

おり、元々そのようなものとして作成されたもので

トと、既存の条約体制の中でこれを取り込もうとす

る実行について検討した。その上で、こうした展開

絶えず行われてしまい，議論が不安定化するため，

が、具体的には代表的な海洋保護区のネットワーク

boundary work を収斂させるための措置が必要とな

の確立に向けた国際的な潮流の中に位置づけられる

る．そこで，boundary work を収斂させるための手段

ものであり、より一般的には生態系に基づく海域の

としてガストンによって提唱されたのが，boundary

管理というアプローチにおける管理対象の特定とい

organization という組織形態である（Guston 2000）
．

う極めて本質的な問題に結びつくものでもあること

この boundary organization は「科学」と「非科学」の

を明らかにした。その上で、検討したいずれの先進

境界をまたぐ形で存在する．つまり，境界の両側の

的な事例においても、科学的知見とガバナンスのた

人々がこの boundary organization に参加し，boundary

めの法制度と制度的な結びつきが希薄さが論点とな

organization は境界の両側に対して答責性を負う．そ

ることを指摘した。そこで今後の課題となるのは、

して，彼らは boundary organization の内部で，専門の

バイオリージョン化の作業によって得られる科学的

メディエータ―を介して協働し，boundary objects を

知見に基づく情報をどのように既存の制度や条約体

生成していく．ガストンによれば，この boundary

制における政策決定・実施プロセスに接続されるこ

organization がなければ，上記の boundary work は権

とが望ましいのかという問題の検討であり、この点

力による影響を大きく受けることになる（Guston

については今年度の調査の結果を踏まえて、次年度

2000, 152）
．

に検討を継続する予定である。

後に明らかにするが，WCPFC における管理基準
値の扱いに関する論争は，boundary work および

６．中西部太平洋まぐろ類委員会における
boundary work

boundary organization の概念を適用することで，その

１）研究の概要

本研究では，WCPFC 事務局が各会合について作成

経緯と解決に向かった理由を説明することができる．

昨年度報告では、中西部太平洋まぐろ類委員会

し公開している報告書（Summary Report）の記述を

(WCPFC)における管理基準値の議論について整理

データとして用い，事例研究として，上記の視角に

したが、今年度は、ギアリンが提唱する boundary

基づき分析を行った．

work 概念に基づき，WCPFC の政策過程の分析を行
った（Gieryn 1999）
．
「科学とは何か？」という問い

２）各国の主張の背景

に対し，科学固有の本質でもって答えるのではなく，

FFA，特に南太平洋島嶼国は，WCPFC の管理基準

その議論に参加する当事者たちが「科学」と「非科

値に社会経済的考慮を導入することを強く主張した．

学」の境界を確定していく際の表象に注目するのが

それに対して日本や EU は，管理基準値が生物学的

boundary work である（Gieryn 1999）
．議論の当事者

考慮のみに基づき設定されるべきであるとの見解を

たちは，特定の性質を恣意的に選び出し，それを「科

示した．これらの主張の背景には，どのような利害

学」へと帰属させることで，
「科学」と「非科学」の

があると考えられるか．ここでは，それぞれの管理

間の社会的な境界線が形成されていく．
「科学」の境

基準値が持つ「理論としての目的」と，各国の「漁

界内に収められた特定の知的活動は，
「科学」という

業方法」の 2 点に注目し，各国の利害を検討する．

領域に由来する認知的権威を得ることになり，

日本や EU が主張する生物学的管理基準値，特に

boundary work はこのような「クレディビリティを巡

MSY 基準はそもそも理論として「生産量を最大化さ

る競争（credibility contest）
」のために行われる．

せること」を目的としている（小野 2005, 312）
．し

議論の当事者たちは自らの主張が「科学的である」

たがって，MEY 基準に基づく資源管理と比較して，

ということを示すことで，それぞれの主張に正当性

単純により多くの魚を漁獲することができる．近年，

を付与しようとする．その結果，それぞれの利害に

先進諸国におけるまぐろ需要は拡大しており，より

合致するように都合の良い形で「科学」の線引きが

多くの漁獲量を確保できることは，このような需要

に対応したい日本や EU にとっては望ましいといえ
る．それに対して，MEY 基準は，漁業にかかる収入
と費用を考慮することで，
「利潤を最大化させるこ
と」を目的としている（竹内ほか 2010, 130）
．MSY
基準に比べて漁獲量を低く設定することで，資源量
を豊富に保ち，価格の下落を防ぐとともに漁業にか
かる費用を低減することができる．FFA 加盟国のま
ぐろ漁業開発に関してなされた調査によると，南太

図 WCPFC における boundary work

平洋島嶼国の各国政府はいずれも小規模漁民の援助
に強い義務感を抱いており，小規模まぐろ漁業の開
発に大きな関心を持っている（海外漁業協力財団
2006, 17-18）
．また彼らは，大規模操業によって地元
住民が十分な利益を得られていないことに不信感を
抱いており，参入コストの小さい小規模漁業に機会
を見出している．したがって零細漁業者も含めた漁
業者全体の利益向上につながる MEY 基準は彼らの
利害に合致していると考えられる．
各国の漁業方法に着目すると，生物学的管理基準
値は，日本のような国にとっては有利に働く一方，
FFA の太平洋島嶼国にとっては不利に働くことが分
かる．第 6 回，第 7 回科学委員会で候補として挙げ
られていた，YPR や SPR などを用いた生物学的管理
基準値は，加入･成長乱獲の防止を目的としており，
計算にあたって「成長生残モデル」という資源動態
モデルを用いる．成長生残モデルは，対象とする魚
種の年齢組成や体長組成などの生物統計を用いて推
計され，指標を改善するには漁獲開始年齢の引き上
げなどが必要となる（小野 2005, 314）
．そして，日
本の伝統的なまぐろの漁獲方法の一つである延縄漁
業は，比較的大きな個体を対象に行われる漁業であ

り，漁獲の際に個体が傷つかず，日本における消費
が多い刺身向けまぐろに適した漁獲方法である．そ
れに対して，FFA 加盟国が支援に尽力しているよう
な小規模漁業者たちにとって，最も効率的な漁業方
法は，魚群収集装置を用いて魚を集中させ，巻網に
よって一網打尽にする漁獲方法である（海外漁業協
力財団 2006, 18）
．巻網漁業によって漁獲されたまぐ
ろは，漁獲の際に個体が傷ついてしまうため，主に
缶詰用として消費される．このような巻網漁業は，
個体の大小にかかわらず一気に漁獲してしまうため，
未成魚の漁獲が行われてしまう．ここで，先ほどの
生物学的管理基準値との関係を見てみると，YPR な
どの指標を改善するには，漁獲開始年齢を引き上げ
ることで，小さい個体の漁獲に対する規制を強化す
る必要がある．よって，巻網漁業や魚群収集装置の
使用に対する規制が強化される可能性があり，FFA
にとって望ましくない結果となる可能性がある．も
う一方で，延縄漁業で捕獲することのできる大きい
個体が増えることによって，日本などの国にとって
は望ましい結果となる．

表 管理基準値に関する主張の整理
支持する
主な加盟国
理論の目標
設定される
漁獲量
主張の背後に
ある利害

生物学的管理基準値
日本、オーストラリア、ＥＵ

社会経済的管理基準値
南太平洋島嶼国（ＦＦＡ）

・生産量の最大化
・成長／加入乱獲の防止
（未成魚・成魚のバランス）

・漁業利潤の最大化

＞
（生物学的管理基準値のほうが大きいことが一般的）
・先進国におけるマグロ需要への対応 ・漁業者全体の経済的利益の向上
・大個体を対象とした大規模延縄漁業 ・小規模マグロ漁業も許容
が前提

３）WCPFC における boundary work の収斂を
阻害した要因

失われておらず，伝統的な学説として大きな影響力
を有している（廣吉，佐野 2009, 147; 田中 2012, 39）
．

WCPFC の事例では「社会経済的観点」が，管理

だからこそ，科学委員会も当初暗黙の裡に MSY 基

基準値という水産資源管理における「科学」に含ま

準に則った資源評価を行ったと考えられる．また

れるのか否かを巡り boundary work が行われた．

MEY 同様 MSY にも推定上の困難は存在するにもか

根拠に基づく政策を志向するとき，このような
boundary work は極めて重要な意味を持つ．なぜなら，
政策プロセスにおいて複数存在する観点のうち，

かわらず，前者の実現可能性のみが批判の対象とな
ったと考えられる．
そして，三点目が国連公海漁業協定における MSY

boundary work の結果「科学」と認められた観点は，

の位置づけである．地域ごとの漁業管理機関の必要

他の観点とは異なり政策の基礎としての特権的地位

性を謳った国連公海漁業協定の，第 5 条（b）には，

を得るからである（Gluckman 2014, 6）
．続いて，今

「最大持続生産量（MSY）を実現することのできる

回の事例において，FFA と日本･EU の間で行われた

水準に資源量を維持し，または回復できることを確

boundary work の収斂を阻害した要因について検討

保すること」を目的として，高度回遊性魚類の保存

する．

に必要な措置を講ずることが明記されている．そし

まず一点目が，水産資源管理という分野における，

て WCPF 条約第 5 条では，冒頭に，保存管理措置を

社会科学の位置づけである．日本や EU は，特に理

国連公海漁業協定に基づき決定することが定められ

由を明示することなく，WCPFC の科学委員会が検

ている．また，先述の通り，MSY の達成は国連海洋

討すべき対象を生物学的考慮へと限定した．資源の

法条約においても目的として明記されている．この

長期的保存を目的とする水産資源管理という分野の

ように，伝統的な基準である MSY は，WCPFC を取

性質上，やはり生物学的考慮が主たる関心事となる．

り巻く制度に埋め込まれており，このことが，
「社会

また，経済学などの社会科学に対する認識という問

経済的観点」の参入を困難にしたと考えられる．

題もある．実験によって観察可能な事象を扱う自然

ギアリンは，boundary work を，クレディビリティの

科学に対して，社会科学はしばしば観察が困難な事

獲得を目指す当事者たちの戦略的な行動として描い

象を対象とする必要があり，厳密な方法論にかける

た（Gieryn 1999, 23）
．今回の事例では，そのような

という点で，前者は「固い科学」
，後者は「柔らかい

当事者たちの意図に加えて，既存の価値観や制度に

科学」として位置づけられることがある（Nature

目を向ける必要がある．つまり，既存の価値観や制

Editorial 2005）
．厳密な客観性を担保する方法論の欠

度に WCPFC の「科学」の境界線を構成する要素が

如は，社会科学と政治的利害との結びつきを想起さ

ある程度埋め込まれており，それが「社会経済的観

せ，社会科学を利害に基づいたものであるとの批判

点」に対する参入障壁として，日本や EU などの特

を呼び起こす．WCPFC でも，EU は科学委員会での

定のアクターを有利にするよう作用したと考えられ

議論についてコメントを提出し，科学委員会におけ

る．

る一部の参加者が，政治的な利害に基づく発言をし
ていることを批判している（WCPFC 2010, 3）
．以上

４）boundary organization としての MOW の機能

のような要因が，WCPFC における「社会経済的観

WCPFC では，第 8 回コミッション会合まで，管

点」を，
「科学」から除外する方向に作用したと考え

理基準値の設定における社会経済的観点の導入を求

られる．

める FFA の働きかけが継続し，社会経済的観点を科

二点目が，MSY という主流な科学的言説そのもの

学委員会が扱うべき科学とするかどうかについての

の存在である．MSY はその簡便性ゆえに 20 世紀半

boundary work が収斂しなかった．しかしその後設置

ば以降世界的に広く普及し，その後様々な批判にさ

された MOW における議論を経ることで，科学の境

らされてきたものの，理論としての重要性はいまだ

界線が少なからず引き直された．この MOW は，

boundary organization としていかに機能したのであろ

boundary organization が，主体性を失いつつも複数の

うか．

組織のエージェントであることを重視している．

まず，MOW にはステークホルダーと科学者の双

MOW もあくまでエージェントとして議論する役割

方が参加しており，boundary organization としての要

にとどまり，コミッション会合や科学委員会がプリ

件を満たしている点が重要である（Guston 2000,

ンシパルとして，MOW の議論を参考にしつつも自

148-149）
．それまではステークホルダーが参加する

律的に動ける余裕が残されていた．また，このよう

コミッション会合，科学者が参加する科学委員会と

な議論の非拘束性は，関係者が安心して議論できる

いう２つの組織が分離されていたが，MOW が設置

場をつくる上でも重要である（Forester 1999）
．また，

されたことでこれら独立した２つの組織の接点に新

MOW はファシリテーターによって進行されたが，

たな boundary organization が形成されたとみなすこ

そのことも，多様な背景を持つ参加者の対話から有

とができる．さらに，MOW の参加者は「中西部太

用な結論を導き出す上で重要であったと考えられる

平洋地域のまぐろ資源に関するステークホルダー」

（Susskind and Cruikshank 1987, 152-62）
．

と定義され，緩やかな基準で参加者が集められた

以上，MOW がいかに boundary organization として

（Cartwright 2012, 1，WCPFC 2012a）
．実際，水産企

機能したかを検討した．第 1 回 MOW の後に開催さ

業の代表や，法律･経済の専門家など，従来のコミッ

れた第 9 回コミッション会合では，MOW について

ション会合や科学委員会に比べ，幅広い分野からの

述べた国の全てが，MOW を有用で，生産的な会合

参加が確保された．

であったと肯定的に評価している（WCPFC 2012b,

こうして幅広い分野の科学者とステークホルダー

53）
．従来のように分離されたコミッション会合と科

が MOW という中間的な空間に一堂に会して議論を

学委員会の枠組みがゆえに boundary work が長年収

進めたことで，管理基準値設定における社会経済的

斂しなかったところで，MOW という boundary

観点が科学か否かという論争から，WCPFC の資源

organization が形成され，ステークホルダーにとって

管理目標という組織そのものの存在意義の再確認へ

有用な情報として社会経済的観点を位置づけること

と焦点が移された．そして資源管理目標における経

ができたことが，MOW に対する高い評価につなが

済的観点の重要性が確認されたことで，従来の科学

ったのではないだろうか．

委員会を中心とした生物学的考慮のみに基づく管理
基準値の設定では，目標に十分対応できていないこ

７．結論と今後の展開

とが明らかとなった．もちろん，このことで経済的

これまでの事例調査により、科学と政治の接続にお

管理基準値が WCPFC における科学であると明示的

いて着目すべき事項として、以下のような事項が浮

に認められたわけではないが，それが科学であるか

かび上がってきた。

否かという boundary work を収斂させ，WCPFC の目

１）個別の社会的意思決定における科学者の

標達成に向け経済的管理基準値を含む社会経済的観

人選、要件

点に基づく情報の必要性が確認されたことは，

国際条約等の枠組みでは、科学委員会の人選につ

MOW が boundary organization として機能したことを

いては、加盟国の推薦に基づき投票で決定される事

意味する．

例が多く見られるものの、各委員は、推薦国の利害

さらに，MOW が非公式会合として設置され，

代表としてではなく、純粋に科学的視点から知見を

MOW の決定がその後のコミッション会合や科学委

提供することが期待されている。しかし現実問題と

員会の議論を拘束しない設定であったことも，それ

して、推薦や投票という過程において政治的意図が

が boundary organization として機能する上で重要だ

介入する余地は大きく、このような手続きの有効性、

ったと考えられる．Guston（2000）は，プリンシパ

建前と現実の乖離といった疑問が生じる。また、国

ル・エージェント（principal-agent）関係の観点から，

内問題についてみれば、利害相反、情報の法的拘束

力、情報提供者の法的責任、科学としての有用性お

信条など）が大きく作用する領域であることから、

よび integrity の担保（疑似科学や研究不正の排除）

純粋な科学コミュニケーションの問題として扱うこ

といった着眼点もある。

とは不適切だと考える（Kingdon ）
。

２）科学顧問など社会的意思決定に科学者が

５）今後の進め方

関与する制度

平成２７年度以降は、事例研究の成果をもとに、

先進諸国や EU では、
主席科学顧問
（Chief Scientific

新海洋像の文脈における海洋科学と意味ある応答を

Advisor）を大統領など意思決定者直属の役職として

実現する海洋ガバナンスの社会実装について検討す

設置し、科学的な課題に対して意思決定者への助言

る。

を行う仕組みの導入が進んでいる。他にも、社会意

第一に、上記の着眼点などに基づき、既存の条約

思決定に対して常設的に科学者や専門家が関わる制

体制などにおいて自然科学を活用したガバナンスを

度は、日本政府の審議会や参与等に見られるが、こ

社会実装する可能性について模索する。これまでの

れらの制度を新海洋像の文脈においていかに社会実

事例調査で獲得した知識を前提としつつ、その延長

装するかについて、検討が必要である。

線上の活動として、改善の方向性を具体的に提示す

３）エビデンスとして必要とされる情報と

ることとしたい。

科学者が提供できる情報のマッチング

第二に、他の研究班との連携体制を総括班を通じて

社会的意思決定において議員や NGO など多様な

構築する。具体的は、これまでに検討されてきた、

ステークホルダー（関係者）が必要とするエビデン

海洋区系の設定やその経済価値等の検討結果（中間

スを供給する役割が、科学者や専門家に期待される

成果等を含む）を受け、それをいかに現存の政策枠

が、後者が前者の要求に基づいて適切な情報を提供

組み等へ反映できるのか、そして新たなガバナンス

することが可能かどうかについての検討が必要とな

機構としてどのようなものがあり得るかを、具体的

る。新海洋像の領域において、社会的意思決定のス

に検討する。また、ステークホルダー分析の観点か

テークホルダーがどのようなエビデンスを必要とし

ら、NEOPS の自然科学・社会科学の研究成果を利用

ているのか、それに対して新海洋像の自然科学の研

しうるステークホルダー、研究者が利用してほしい

究者および専門家はどのような情報を提供できるの

と想定しているステークホルダーを検討する。ここ

かを検討し、マッチング（ミスマッチ）を確認する

で、NEOPS によるステークホルダーの想定に関する

必要がある。

ミスマッチ、すなわち、NEOPS が現在想定している

４）科学者の側から社会や意思決定者に対して

ステークホルダーがこれまでの研究成果に対して関

問題提起する方法論

心を抱かない状況も捕捉されうる。

気候変動に関わる政策領域に見られるように、社

第三に、政策シミュレーションを用い、海洋科学

会問題の存在を、科学者の側から社会に対して警鐘

と意味ある応答を実現する海洋ガバナンスの可能性

を鳴らす場合もある。つまり社会意思決定に関わる

について検証する。具体的には、模擬交渉素材を作

ステークホルダーの側からの要請を待つのではなく、

成し、シナリオに今回の検討により想定される「よ

科学者コミュニティが自ら問題提起する状況である。

り望ましい」ガバナンスを埋め込むことで、その有

このような状況において、科学者や専門家がいかに

効性を実証的に検証する。模擬交渉のシナリオにつ

情報発信し、ステークホルダーや公衆の問題認識を

いては、ハーバード大学ロースクール交渉学研究所

いかに高めることができるか、具体的な方法論が必

（Program on Negotiation）において、さまざまな交渉

要だと考えられる。しかし問題認識の獲得は、

の場面を想定し素材が長年検討されており、その作

Kingdon のアジェンダセッティングの理論にも見ら

成の方法論を援用して作成する。また、政策シミュ

れるように、政治過程において重要な要素であり、

レーションの一環として、共同事実確認方式を導入

純粋な科学ではなく政治的要因（科学者個人の政治

したシナリオプランニングのワークショップの実践

についても検討する。具体的なテーマについては今

11. 竹内俊郎, 中田英昭, 和田時夫, 上田宏, 有元貴

後 NEOPS の他班の研究者等との協議を踏まえて決

文, 渡部終五, 中前明 2010.『改定 水産海洋ハ
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