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気候変動下における漁業の未来



概要

• 漁業の歴史：持続可能性と回復力

• 理論と実践：気候変動に強い漁業のための原則と、回復力を実
現するための経路の例

• フンボルト海流における気候変動への回復力構築



EDF海洋の持続可能な漁業への取り組み

• 何千もの漁場

• 持続可能でない漁法が
多くの漁業を脅かして
いる

• EDF地域：持続可能な改
革の触媒となる可能性
が高い



EDF 海洋プログラム
社会生態的、政治的に異なる文脈での漁業管理の改善には、

異なるタイプの科学的活動が必要である。
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気候変動は漁業に大きな影響を与える

Oremus et al., 2020

Golden et al., 2016



気候変動経路の
策定

世界で漁業持続可能性の目標
達成には、

回復力を持つ持続的な実践が
不可欠となる



定義:
「回復力（レジリエンス）とは、社会生態系が、気候変動やその

他のストレス要因が時間の経過とともに予測できない相互作用を

する中で、人間と自然が良好な状態であることを支えるために、

建設的に回復、適応、変革する能力を意味する。」



持続可能な管理＋回復力＝
気候対応力

持続可能性 回復力

- 各スケールでの明
確な目標設定

- 科学的評価の実施
- 安全な権利の提供

- 効果的な監視と責
任の確保

- 参加型で透明性の
高いプロセスの活
用

- 生息地と個体群の
連結性の構築

- 破壊的な連鎖の防
止

- 予備能力の構築
- 変化を受け入れる

- 謙虚さと学びの姿
勢

- 順応的管理
- 長期計画
- EBFMの推進

- イノベーションの
促進

- 管轄区域を超えた
協力と共同管理の
推進

- 公平性の追求



気候回復力経路

1. 効果的な管理とそのプロセスの
確立と推進

2. 変化に備えた計画

3. 国境を越えた協力関係の強化

4. 生態系と制度の健全性の向上

5. 公平・公正の原則の堅持

持続可能性と回復力の原則を組み合わせ

漁業改革で目指すべき

5つの気候経路を導き出した。



原則1：効果的な管理と
そのプロセスの確立と推
進

• 適切な規模での効果的な管理

• 適応性のある科学的な管理

• 疎外されたグループを含む参加型アプ
ローチ

• 透明性と説明責任

• 権利の確立



適応性のある管理: キューバ

SPR

漁獲量

漁獲死亡

Fmsy
FISHE

キセンフエダイ
Lane Snapper

• 定置網と底引き網の禁止
• 主な産卵海域での禁漁期間
• 産卵期の漁獲制限

原則1：効果的な管理とそのプロセスの確立と推進



原則2:変化に備えた計画

• 将来の変化を十分に理解することが、
管理者の計画や準備に役立つ

• 適応性のある管理に役立ち、必要とな
る事項は：

• 適切な規模でのデータ収集

• 研究とモデル



研究とモデル:アイスランドにおける種の変化
データが豊富なシステム:

• 分布と存在量の変化のモデル化

• ステークホルダーからのフィードバックと、潜
在的な変化に対する準備状況の評価

• 管理者や産業界の事前計画を可能にする

Mason et al. In Review, ICES JMS原則2:変化に備えた計画



原則3: 国境を越えた
協力関係の強化

国境を越えた資源の管理:

• 国境を越えた魚種の移動の特徴づけ

• 変化の結果の予測

• 乱獲と不公平な結果のリスクを減ら
すための協力



国境を越えた資源の管理: EU
EUの漁獲割り当ては固定されてい
るが、資源は大幅に変化している

• 2017年EDF-ICESワークショップで
、種の移動が漁業管理に与える影
響を検討

原則3: 国境を越えた協力関係の強化



原則 4: 生態系と制度の
健全性の向上

より広範な社会経済的、

生態系要素の考慮:

● 健全な生態系や人間の組織は、より
強い回復力を持つ



ベリーズの生態系構成要素について考える
• 地域別協同組合試験的運用

• 管理下におけるアクセスの拡大

• データ制限付きの多魚種管理

• 国の漁業政策の強化

• サンゴ礁の健全性と漁業の相互関連性
の認識

原則 4: 生態系と制度の健全性の向上



原則 5:公平・公正の
原則の堅持

• 不公平感 🡪🡪 紛争とコンプライア
ンスの欠如 🡪🡪 資源の枯渇と回復
力の喪失

• 回復力を高めるために必要なも
の：

• 参加型プロセス

• 公平な結果を考慮した設計



公平な結果を考慮した設計: 米国東海岸

ブラックシーバスの生息域は北上している。
魚の移動を考慮して配分を変更することで、コストを削減し、公平性を高めることができる。

原則 5:公平・公正の原則の堅持



公平な結果を考慮した設計: 米国東海岸

レンフェスト移動資源プロジェクト：

• 割り当て政策の振り返り分析

• 社会経済的な利益と引き換えとなったもの
の評価

原則 5:公平・公正の原則の堅持



ほとんどの取り組みは、これらの経路を組み合わせた
ものになる：フンボルト海流
海洋観測・予測・早期警報の総合システム "SAPO "の構築による気候変
動に強い漁業の実現



フンボルト海流システム:
高可変性と高生産性

Schreiber et al, 2011

Keyl et al, 2008

魚種分布は変化している

変動幅が大きくなることが予想
される



順応的管理のた
めのデータ収集
の改善による、
より回復力のあ
る漁業の実現 環境変化と気候

関連の影響に関
する最新研究の

レビュー

科学者や漁業関
係者とともに変
化や影響の検証

科学と情報の共
有を通じて、気
候変動に強い漁
業のための共通
ビジョンの達成

HCSの重要な越
境ゾーンの気候
影響に関する情
報の大要を作成

今後のデータ収
集に役立てるた
め、大要に基づ
いた情報ギャッ

プの決定

包括的なHCS 
COOSと共有デ
ータプラットフ
ォームの設計と

実施

管理プロトコル
の実施に関する
指標を含むHCS 
EWSの設計と実

施

技術・計測機器

共有データ
プラットフ
ォーム

データ商品

適応型漁業管理
は、協力的な科
学的ツールと情
報共有に基づい
て機能する。

フンボルト海流における気候変動に強い
漁業の実現に向けたビジョンの共有



時系列データ

データブイ

湾岸に設置されたモニ
タリングステーション

船上における
モニタリング

動物テレメトリーモニ
タリング

衛星モニタリング

プロファイリングフロ
ート

ウエーブグライダー

レーダー

その他

リアルタイム情報

統計的・数値的モデリング
（長期的な気候変動）
現在・将来の状態戦略的
目標設定脆弱性の評価

短期予測
管理とアドバイス

資源評価
生態系評価

海洋気象情報

Tracking  marine events 
(e.g., HABs, Blobs)
海洋状況の追跡

（HABs、Blobsなど）

捜索・救助活動の支援

管理プロトコ
ルの実施に関
する指標を含
むHCS EWSの設

計と実施

包括的なHCS 
COOSと共有デ

ータプラット
フォームの設
計と実施

データ

商品

技術・計測機器

共有データ
プラットフ
ォーム



適切な規模でのデータ収集:

Identify 
gaps

National Level International Level

SAPO 1.0
Decision makers (PRODUCE, IMARPE, 
Subpesca, IFOP, SRP Ecuador)

SAPO 2.0
Community stakeholders (fishers, industry, academics, etc.)

Short-term outputs/indicators:
▪ Ecosystem state
▪ Early warning of extreme events

Information processed to improve adaptive fisheries management according to country policies

Long-term outputs/indicators:
▪ Model validation and calibration: Prediction scenarios

Management of SAPO
Plataforma coordinación

Executive Committee
Data & Modeling Group

Indicators Group
Technology & Maintenance Group

System evaluation: hindcasting/forecasting and response strategies

International 
Data 
Management

National 
Data 
Management

Databases:
- Biological data
- Satellite & remote sensing
- Research and fishing vessel data

Real-time data 
collection 

Long-term 
observation and 
data collection

Databases

Data analysis
Standardized stock assessment

Data analysis
Transbounary stock assessment

Modeling

Modeling

Identify 
gaps

フンボルト海流 “SAPO”
• 適切な規模でデータを収集し、影響の観察、

予測、事前警告を行う

• 3機関による科学的協力：規模の大きい管理
のための基盤



気候変動に強い漁業の実現

• 科学を基盤とした管理

• 変化の計画

• 国境を越えた協力関係の強化

• 健全な生態系と制度

• 公平性と公正性の向上



有難うございました

ご質問承ります
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