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ブリ・スギ類水産養殖管理検討会
Seriola and Cobia Aquaculture Dialogue (SCAD)
ブリ類・スギ類水産養殖管理検討会
の目標は、養殖水産業の経済的な存
続を維持しつつ、自然環境および社
会への主要な悪影響を、低減もしくは
最小化するために、定量的に測定が
可能で、実績に基づいた基準を策定
すること。
The goal of the Seriola and Cobia
Aquaculture Dialogue (SCAD) is to
credibly develop measurable,
performance-based standards that
minimize or eliminate key negative
environmental and social impacts of,
while permitting the industry to be
economically viable.
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養殖：成長する産業
Aquaculture: A growing industry
• 養殖業は世界で急成長を遂げる食糧生産手法で、世界中で食糧と
なる水産物の半分を生産している。
Aquaculture is the fastest growing form of food production in the world and is
responsible for producing half of the seafood eaten worldwide.

• ここ15年間、8～10％の安定した急成長を示す産業である。
The industry has grown at a strong and steady 8 to 10 percent rate sustained
over the past 15 years.

• 養殖水産業は農業生産の3倍の速度で急成長しつづけている。
The aquaculture industry is now growing three times faster than land-based
agriculture

• 水産物の消費率が現在と同程度であれば、世界の養殖生産は2050
年には50％の増加が必要となる。
If current seafood consumption rates stay the same, global aquaculture
production will need to increase by 50% by 2050.
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養殖の影響
Impacts of Aquaculture
• 海底環境および水質への影響 • 養殖場外への逃亡、生物多様性への影響
Benthic effects & water quality

• 病害虫の感染
Disease and parasite transfer

• 抗生物質・化学物質の使用
Antibiotic & chemical use

Escapes & Biodiversity

• 飼料の管理と調達
Feed management & sourcing

• 社会と労働に関する問題
Social & labor

責任ある養殖業が確立されれば、天然個体群、海洋環境、水質に、
養殖業がもたらす影響は大幅に削減される。
When done responsibly, aquaculture’s impact on wild fish populations, marine
habitats and water quality is significantly reduced.
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水産養殖管理検討会の目標
Goal of the Aquaculture Dialogues

責任ある養殖業のための基準作り
Create standards for responsible aquaculture

基準は測定可能な方法で、厳格かつ堅牢で、主
要な課題に直接的に対処するものであるべき
Standards should be rigorous, robust and directly address the
key impacts in a measurable way
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Shrimp
Production (metric tons x thousands)

Production (metric tons x millions)

Tilapia

Aquaculture

Production (metric tons x thousands)

Salmon

Pangasius
Production (metric tons x thousands)

Production (metric tons x millions)

Production (metric tons x millions)

Standards for 11 species groups
11種群の基準
Trout

Capture

Abalone

Source: FAO FishStat – Aquaculture Production: Quantities 1950-2005 and Capture Production: 1950-2005
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Standards to be created for 11 species
11種群の基準
Production (metric tons x millions)

Production (metric tons x millions)

Clams, Cockles & Arkshells
Production (metric tons x millions)

Oysters

Mussels

Aquaculture

Capture

Production (metric tons x millions)

Scallops

Seriola/cobia –
inaccurate and
incomplete data
ブリ類・スギ類は十分な
データが得られていない
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主要な影響とは
Focus on the key impacts
他の管理検討会における事例
Examples from other Ads


自然環境の損失
Loss of habitat



病気の拡大
Transfer of disease



過剰な化学物質や廃棄物による
水質汚染
Water pollution caused by excess
chemicals and waste



餌となる魚の供給量の枯渇
Depleted supplies of pelagic fish



危険な労働条件
Unsafe working conditions
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How do we define “standard?”
基準をどのように定義するか
定義

非科学的事例

科学的事例

Definition

Non-scientific example

Scientific example

最小化したい課題

肥満

水質

Impact

The problem we want to
minimize

Overweight

Water pollution

原則

影響に対処する指針となる
原則 The guiding principle for

健康的な体重の維持

天然資源の保全・保護

Maintain a healthy weight

Conserve and protect natural
resources

食糧消費

排水

Food consumption

Effluents

摂取カロリー

排水中の窒素濃度

Calories

Nitrogen concentration in the
effluent

10cal/lbs未満

排水中の全窒素4mg/l

< 10 calories/pound of body
weight/day

4 mg/L total nitrogen in effluent

影響

Principle

addressing the impact

判定基準
Criteria

影響に対処するための着目
点 The area to focus on to
address the impact

指標
Indicator

影響の程度を決めるために
測定するもの What to
measure in order to determine
the extent of the impact

基準
Standard

影響を最小化するための達
成水準 The number and/or
performance level to reach to
determine if the impact is being
minimized
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養殖の変革のための基準の活用
Use standards to transform aquaculture

• 認証のスキーム
Certification schemes

• 他の基準との比較
Benchmark other standards

• 国政府のプロジェクトとの連携
Incorporate into government programs

• バイヤーや投資のための基金の
設立スクリーニング
Create foundation for buyer and
investment screens
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Standards will encourage innovation
基準により革新を加速化する

Number of producers
生産者の数

Performance Curve
パフォーマンス曲線
Performance
パフォーマンス

Regulation
規則

Shift
前進
Best
Performance

Worst 悪い

Best Performance
ベストパフォーマンス

Best 良い
Performance パフォーマンス
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水産養殖管理検討会
The Aquaculture Dialogues
• 水産養殖管理検討会とは、責任ある養殖業のための基準を策定す
るために、多様な関係者が参加する一連の円卓会議
The Aquaculture Dialogues are a series of roundtables that engage a broad and
diverse group of people in the development of standards for responsible
aquaculture.

• 参加者は2000人以上：養殖業者、環境NGO、科学者、政府関係者
などが検討会に参加
More than 2000 people – farmers, conservationists, academics, government
officials and others – are participating in the dialogues.

• 策定過程は利害関係者全員に共有
The process belongs to all of the stakeholders.
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管理検討会のプロセス
Dialogue Process
• 多様な関係者の参画
Multi-stakeholder

• コンセンサスに基づく議論
Consensus oriented

• 透明性
Transparent

• 科学的論拠
Based on sound science

• 実績ベース
Performance-based

• 定量的に測定可能
Measurable standards

• ISEAL準拠
ISEAL compliant
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すべての関係者に開かれた検討会
Dialogues are open to everybody
•

1種につき年2～9回の会合の開催
2-9 meetings/year/species

•

30～100人の参加者

生産者
Producer

30-100 people at each meeting

•

主要な利害関係者：NGO、科学者、
生産者、バイヤー、政府機関
Key stakeholders: NGOs, academics,
producers, buyers, government

行政機関
Governmen
tal Body

SCAD

第3回ブリ・スギ類水産養殖管理検討会
3rd Seriola & Cobia Aquaculture Dialogue

東京海洋大学（2013/2月12-13）
Tokyo Univ. of Marine Science and Technology

養殖業者、水産企業、バイヤー、小売業者、
科学者、認証機関、環境NGO、行政機関、飼
料メーカー、研究機関ら34名が参加
34 Attendance: producer, fishery company, buyer,
retailer, scientist, certification body, e-NGO,
government, feed manufacturer, institute.

加工流通
Buyer,
Processer

研究機関
Scientist

販売業者
Retailer
ＮＧＯ
Environme
ntal NGO
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さまざまな参加の機会
Participation at many levels
科学分野以外の助言
Non-scientific advisor

• 管理検討会への参加

質問

Attend Dialogue meetings

• 諮問グループへの参加
Join an advisory group

• 管理検討会の調整

Dialogue coordinator

Join a technical working group

コーディネーター

• 技術作業部会への参加

Coordinate the Dialogue

• 運営委員会メンバーとしての貢献
Serve as a steering committee member

開催準備
Organize

Proposed solution

管理検討会
Formal Dialogue

運営委員
指示
Directives

Steering
Committee

コメントの提供

質問
Question

検証

Scientific adovisor

Do not attend but provide input

Question

Validation

科学アドバイザー

• 情報のみの提供

解決法の提案

基準の点検

Provide comment

Vetting of standards

一般
Public
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運営委員会によるプロセス管理
Steering Committee manages process

• 世界的
Global

• コンセンサスによる最終決定
Make final decisions, by consensus

• 課題の解決
Resolve issues

WWFは調整役であり、策定プロセスをコントロールしていません。
WWF coordinates but does not manage the process
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運営委員
Steering Committee Member

ダニエル・ベネッティ
(マイアミ大学)
Daniel Benettie (Miami Univ.)

ホセ・ビラローン
(ニュートレコ)
Jose Villalon (Nutreco)

ジェイ・ユーデルホーベン
ニール・アンソニー・シムズ
(ザ・ネイチャーコンサーバンシー)
(コナ・カンパチファーム)
Jay Udelhoven (TNC)
Neil Anthony Simms (Kampachi Farm)

スティーブ・クレイグ
(ロウサリニティ・コビアファーム)
Steve Craig (Virginia Cobia Farm)

山内 愛子
(WWFジャパン)
Aiko Yamauchi (WWF Japan)
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透明性のある管理検討会
Dialogues are transparent
• 全ての書類はウェブに
掲載
All meeting documents
posted on the web

• 主要な関係者への案内
Invitations sent to key
stakeholders

• 業界誌への開催告知
Meeting notices in trade
publications
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今後の進め方
Dialogue roadmap
• 関係者からの判定基準の提案
Stakeholders propose criteria

• 技術作業部会または関係者からの指標と基準の提案
Technical working groups or stakeholders propose indicators and standards

• 運営委員会が一連の結果を取りまとめる
Steering Committee finalizes full suite of results

2月

9月

2月

2～3月

8～10月

10月

12月

Feb.

Sep.

Feb.

Feb-Mar.

Aug-Oct.

Oct.

Dec.

2009年

2013年

ASC
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Thank You
ＷＷＦジャパン 水産プロジェクトリーダー
山内 愛子
ayamauchi@wwf.or.jp
www.or.jp
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