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海洋政策研究所（OPRI）
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【共通基盤】
海洋科学・海洋宇宙連携・海洋の可視化
海洋教育・人材育成・海洋情報発信

海洋と経済

海洋のガバナンス

海洋と環境

海洋経済・水産業
ブルーエコノミー

Eco-DRR
ブルーファイナンス

北極政策

IUU漁業対策

ブルー・インフィニティ・ループ

気候変動と
安全保障

気候変動への
適応と緩和

海洋生物
多様性の保全

海洋プラスチック

前身にあたる「海洋政策研究財団」は
「人類と海洋の共生」を目指して2000年から

海洋政策の研究、政策提言、情報発信等
を行うシンクタンク活動を開始。

海洋に特化したシンクタンクとして、笹川平
和財団海洋政策研究所は財団のミッショ
ン・ステートメントに掲げられている

「新たな海洋ガバナンスの確立」に向けて
貢献。



日本海洋政策学会（JSOP）
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2008年に日本海洋政策研究会としてスタートし、

2011年に日本海洋政策学会と改称。

2013年日本学術会議の協力学術研究団体に指定

沿革

目的

海洋の総合的管理，持続可能な開発等に向けた、日本および世界の総合的な海

洋政策の形成に関する学会として自然科学系、理工学系、社会科学系など多様な

専門分野の研究者が集まり、海洋関係の各学会とも協力しながら分野横断的、学際

的かつ総合的な学術研究の進歩・普及に取り組んでいます。

笹川平和財団海洋政策研究所と共同研究で「海洋科学の10年マッピング」調査業

務を実施している。



国連海洋科学の10 年と海洋政策～海洋政策の10 年のデザインに向けて～
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日時： 2020 年１月27 日（月）
共催：日本海洋政策学会、笹川平和財団海洋政策研究所

2019年度
シンポジウム開催



海洋政策の流れ：国連海洋法条約

1982 国連海洋法条約(UNCLOS)採択
海洋に関する包括的な法的枠組・ルールを定める

1994 国連海洋法条約(UNCLOS)発効
―日本：1996年 6月批准

海域区分
領海(12海里)・EEZ(200海里)・公海

第6部排他的経済水域
第11部深海底、国際海底機構
第12部海洋環境の保護及び保全
第13部海洋の科学的調査
第14部海洋技術の発展及び移転

（海洋の自由） → 海洋の管理

海洋の諸問題が相互
に密接な関連を有し、
全体として検討される
必要があることを認識

12海里領海

24海里 接続水域

200海里 ＥＥＺ

大陸棚

公海
海洋に関する人間の活動
を律する原則への転換
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海洋政策の流れ: 海洋政策と持続可能な開発
1992 国連環境開発会議(リオ環境会議)

:アジェンダ21 (第17章)

2002 持続可能な開発世界サミット

:持続可能な開発に関する
ヨハネスブルグ宣言(第4章海洋)

2012 国連持続可能な開発会議(リオ＋20)
:我々の目指す未来 The Future We Want

2015 国連持続可能な開発サミット
:持続可能な開発のための
2030アジェンダ

(持続可能な開発目標(SDGs)決定)
目標14： 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

沿岸域及び排他的経済水域を含む海域の統合
的管理及び持続可能な開発

海洋環境保護、公海の海洋生物資源の持続可
能な利用及び保全

国家水域内の海洋生物資源の持続可能な利用
及び保全

海洋環境の管理及び気候変動に関する不確実
性への対応 など

（SDG14）

我々は、生物多様性の保全とその構成要素の持続可能な利用のための
ツールとして、国際法と整合的であり、最良の科学的情報に基づく
海洋保護区を含めた区域型の保全措置を構築する重要性を再確認する。



海洋政策の流れ

UNCLOS
国連環境開発会議
(リオ地球サミット)
・「アジェンダ21」の採択

１９８２年(採択)
１９９４年(発効)

１９９２年

海洋に関する人間の活動を
律する原則への転換

法 行動計画

1992 気候変動枠組条約 採択
2015 COP21：パリ協定採択
2018 COP24（ポーランド）
（2019 IPCC特別報告書（海洋・雪氷圏））

2019 COP25（スペイン）

BBNJの保全と持続可能な利
用に関する法的文書作成

国連持続可能な開発目標
（SDGs）（2015年9月）
：目標14：海洋・海洋資源の保
全と持続可能な利用（SDG14）

持続可能な開発

国連海洋会議

（2021年に第2回開催）

UNCLOS 国際条約枠組み

1992 生物多様性条約 採択
2010 COP10：名古屋議定書、

愛知目標採択
2021 COP15（昆明）：ポスト愛知

リオ地球サミットでは、このほか

気候変動枠組条約の採択や生物多
様性条約の調印式も行われた
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 準備委員会
(2016年3月-2017年7月)

 政府間会議
(2018年～)

※BBNJ：国家管轄権外区域の海洋生物多様性
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科学を基盤とした国際議論の展開（分野別）

気候変動/IPCC

水産/SOFIA

生物多様性/IPBES Law/Convention

UNCLOS
UNFCCC
CBD etc.

Organization

FAO, IMO
UNEP, IOC etc.

Science-Policy
Interface

IPCC, IPBES
SOFIA  etc.
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生物多様性条約（CBD）における議論の流れ

COP15 (中国)

COP10 (日本)
2010

2012

2014

2016

2018

2020

COP11

COP12

COP13

COP14

愛知目標

IPBESの設置
（科学ベースの議論の基盤）

IPBES:Intergovernmental science-
policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services

IPBES地域アセスメントリポート (2018) 

IPBESグローバルアセスメントリポート (2019) 

Global Biodiversity Outlook 4

Global Biodiversity Outlook 5

ポスト愛知目標



10

BBNJの保全と持続可能な利用と科学
海洋遺伝子資源

公海自由の原則

人類共同の財産

科学と政策／海洋生物多様性の研究
・遺伝子資源のような新たな課題提示
・生物多様性のモニタリング、データ蓄積
・課題解決のためのイノベーション
・課題に関する発信・啓発
・途上国の能力構築・技術移転 他

BBNJの議論の背景
・科学技術の進展により、海洋遺伝子資源
の有用性が明らかに（創薬・新材料・・・）

・人類共同の財産である深海底からの
海洋遺伝子資源の活用・利益配分、
生物多様性の保全・・・

竹山春子（2011）より

ワクワクする
ような新発見

創薬、機能食品等
ビジネスチャンス

国際協力

次世代への責任
豊かな海を残す



出典：海洋白書2018

14.a
海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案し、科学的知識の
増進、研究能力の開発、および海洋技術の移転を行い、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後
発開発途上国の海洋の健全性の改善と、開発における海洋生物多様性の寄与向上を目指す。



国連海洋会議に係る動向

1
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 持続可能な開発目標（SDG）14の実施支援のための
ハイレベル国連会議として2017年6月にNYの国連本部で開催

 約4,000の代表団が参加
 フィジーおよびスウェーデンがホスト国、議長
 プレナリ（全体会議）と7つのパートナーシップ・ダイアログを実施

・「行動の呼びかけ（Call for Action）」の採択
・1328の「Voluntary Commitments」リスト
・７つの「パートナーシップ・ダイアログ」の概要報告

を成果とした。

国連海洋会議（2017年6月）の開催

Voluntary Commitments

第2回国連海洋会議（2021年）に開催予定

"Scaling up ocean action based on science and innovation for the 
implementation of Goal 14:stocktaking, partnerships and solutions". 

 ポルトガルのリスボンで開催
 ホスト国はポルトガルとケニア
 フィジーおよびスウェーデンがホスト国、議長
 テーマのひとつに科学技術イノベーションが掲げられている



SDG-STIと国際貢献

「STI for SDGsプラットフォーム」のイメージ
（出典：「SDGsのための科学技術イノベーション」、内閣府資料（有識者議員懇談会資料）、2018年4月）

SDGsの達成に向けて、科学技術イノベーション（STI）への期待は大きい。国連においては、SDGs達成
に向けての実施手段として技術円滑化メカニズム（TFM）が2015年9月に構築され、SDGsのための科
学技術イノベーションに関する国連機関間タスクチーム（IATT）、SDGsのための科学技術イノベーショ
ンに関するマルチ・ステークホルダー・フォーラム（STIフォーラム）等で構成されている。
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