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意思決定者のための概要

海洋ファイナンス：持続可能
な海洋経済への移行資金を調
達する
過去30～50年間にわたり、世界の沿岸生態系には著しい、多くの場合、急激で唐突とも言える不
可逆的な変化がありました（砂丘、塩沢、
マングローブ、海藻、珊瑚礁。
魚礁など）。
例えば海岸線
の浸食、沿岸生態系の世界的な大喪失が生じ
（30～50年間で塩沢の50%、
マングローブの35%、
珊瑚礁の30%、牡蠣礁の85%)、沿岸耐性が著しく減衰しました（図1）。

この動向が今後も続くなら、沿岸生態系、人口、既存インフラと経済に、広範な、場合によっては
壊滅的なリスクが生じることが予測されています。
今後数十年間の世界の沿岸開発に対する管
理方法が、現在と未来の世代に重大な結果をもたらすことになります。

沿岸資産の適正管理を怠れば環境破壊が進み、不十分な自然インフラが人口態様の変化や気
候変動の影響による需要を満たせなくなります。
沿岸に耐性がなければ、海洋経済の既存・新興
部門の発展や持続可能性はもとより、国や国民は不利になり、悪影響を被ることになります。

持続可能海洋経済ハイレベルパネルによる新しいペーパーは、1沿岸生態系の健全性や利益を
損なうことなく、
またそこに依存している市民を不利にすることなく、沿岸生態系の耐性を強化
し、経済とインラ開発への持続可能な道筋を実現するための方策について重点的に取り上げて
います。
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図1：主な沿岸生態系の喪失に関する経時的予測
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このペーパーは、沿岸生態系の健全性と耐性に関する前向きな政策、計画、沿岸インフラの開発
を浮き彫りにしています。
例えば、
プラスの経済・環境・社会・開発影響をもたらす沿岸インフラの
設計、生態系の復元、天然資源配分、審美的・文化的・精神的価値観の保全、沿岸の安定化と保
護などの多目的を実現するための自然インフラの利用などが取り上げられています。

海洋経済を形成する既存・新興部門の資源の大半は、沿岸地域に集中しており、複雑な複数の利
用形態で運用を余儀なくされています
（図1）。
空間に制約のある沿岸システムの環境的・経済的・
社会的持続可能性を担保するには、継続的な開発と競合的な複数利用のバランス、復元とインフ
ラ開発のバランスを取り、健全で耐性のある沿岸生態系の有形・無形の便益を認識することが全
般的な課題となります。

図1.混雑する沿岸部：主な沿岸インフラの世界成長
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このペーパーでは、沿岸生態系の健全性と耐性を実現し、住民に寄与する主要な管理戦略とし
て、以下の4つが特定されています。

1. 保護戦略は、規制と地域を基盤とした管理を行い、沿岸環境とそれに隣接する集水地において
行っても良い特定の活動と行ってはならない活動の領域と程度を定め、海洋保護区（MPA）な
どの保全地域を法制化し、
あるいは生息環境や種固有の保全植物の地域を施行します。
これに
は土着の伝統的な権利を認める包括的なアプローチも含まれます。
2. 軽減戦略は、人間の行為から生じる地元のストレス要因を減らすのが狙いで、
そのために技術
や規制を利用し、受託責任を促進して汚染物質や資源乱用の導入、沿岸環境を損なう活動を
最小限に食い止めます。

3. 適応戦略は、生態系を基盤とした適応の諸原則と生態工学を利用して、自然インフラを既存の
グレーインフラに取り込み、
リスクの大きな活動や住民を沿岸から遠ざけて移転させ、行動や
慣行を変革する誘引を利用します。

4. 修復戦略は、喪失または寸断化した組成や機能を復元することで、
あるいは沿岸生態系を通じ
た自然の水文、堆積物、栄養物質のバランスや循環を復元することで、生態系の損傷を復元し
ます。

行動の機会

1. 生態系耐性の構築：沿岸生態系は、規制の強化と地域を基盤とする保全の拡大によって純損
失を食い止め、重要沿岸生息環境（砂丘、塩沢、
マングローブ、海藻、珊瑚礁、魚礁など）を拡
大・改善することで、
より適正な管理を行う必要があります。
多くの沿岸生態系の損傷修復と
機能的耐性の復元には、大規模な生息環境の復元に加えて、自然の沿岸・水文学的過程を再
構築することが必要となります。

2. 地域社会の耐性、公平性、
アクセスの強化：健全な沿岸生態系を担保し、持続可能な海洋経
済を実現するには、最も脆弱な人々の社会経済的耐性を構築し、天然資源利用者や沿岸社会
に力を与えて関わりを深めることが不可欠です。
計画の立案や意思決定の過程では、土着的
な現地の知見を取り入れた包括的ガバナンスと、包括的ビジネスプロセスが求められ、ほか
にも沿岸生態系の保護・復元や地元の生計機会の拡大に資する誘因が必要となります。

3. 沿岸生態系に関する陸地・採取活動の影響緩和：世界人口の増加に伴い食糧、水、
エネルギ
ー、住居が必要とされ、
そのどれもが沿岸生態系に圧力・影響を及ぼしています。
上流の集水
農業や採取・都市活動は、地表水や地下水の質と量を損ない、堆積物を沿岸に運ぶ自然の供
給を変えるため、管理方法を改善する必要があります。

4. 持続可能で気候に対応できる最新ブルーインフラ：自然に基礎を置くハイブリッドな取組が、
既存の沿岸インフラの適応や新規設計にますます利用されており、変動する気候条件への耐
性を強化し、地域社会の持続可能な発展を支え、生態系サービスの損失を最小限に食い止め
ています。
生態系サービスの保護や強化を可能にする財政機構と基金が利用可能で、
これに
より気候耐性のある次世代インフラを目指して自然/ハイブリッドの取組を施行し、国や地域
社会に沿岸生態系を保護するための権限を与えることができます。

COVID-19は沿岸生態系も含め、国家の経済成長の前途に深刻で重大な影響を与えています。
世界的流行の初期の結果として、沿岸経済部門に直結する国境の強化、人の移動停止、収入機
会の萎縮、
グローバルサプライチェーンの崩壊、制限的取引政策の導入などが見られます。

これは政策と投資決定に向き合い、影響を与え、景気刺激資金を確保して、持続可能な海洋経済
の針路を開く絶好の機会です。
沿岸の復元を利用すれば、COVID-19の世界的流行からの経済復
興に活用することができる一方、生態系サービス、地域社会の結束、気候適応にも副次的な利益
がもたらされます。

意思決定者の裏ページ宣伝文概要

持続可能な海洋経済のためのハイレベル委員会
（Ocean Panel）
は、
持続可能な海洋
経済を積極的に推進する14名の世界の現職リーダーによる独自の取り組みです。
効
果的な保護、
持続可能な生産、
および公平な繁栄をこの取り組みにおいて同時に実
現していくことになります。

ノルウェーとパラオが共同議長を務めるOcean Panelは、
オーストラリア、
カナダ、
チ
リ、
フィジー、
ガーナ、
インドネシア、
ジャマイカ、
日本、
ケニア、
メキシコ、
ナミビア、
ノルウ
ェー、
パラオ、
そしてポルトガル出身のメンバーから構成され、
国連事務総長海洋特別
大使によって支援されています。
Ocean Panelは専門家グループおよび諮問ネットワークなど、
幅広い関係者からの意
見を収集します。
世界資源研究所に本拠地を置く事務局は、
分析作業、
通信、
および
関係者関与による支援をおこなっています。

この概要が要約するブルーペーパーは、
Ocean Panelプロセスへの独立した意見で
あり、
Ocean Panel、
裏方、
または事務局の判断を必ずしも表していません。
論文全文を含む詳細は、
www.oceanpanel.orgにアクセスしてください。
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