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研究成果の概要（和文）： この計画研究班は、海の恵みを国際社会が最適利用するのに必要となる条件を明確
化させることを目的とし、経済学や国際政治学など社会科学を軸足とした学際的な研究を行うものである。科学
等に不確実性が存在する中での国際合意形成過程に関する研究については、国家管轄外区域における生物多様性
（BBNJ）を巡る国連での議論を主な題材として合意形成過程を研究しOECD諸国（先進国）とG77諸国（途上国）
では関心事項が異なっていることなどを明らかにた。また、国際社会で合意形成が進む条件については、関心国
が少なすぎる場合は交渉が成り立たないことなども明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Analyses are made to identify factors contributing to the consensus building
on the conservation and sustainable use on marine living resources. Existing international
agreements were analyzed and it was found that smaller the number of the country interested in fish
resources less chance for establishing international body to manage that particular fish resources.
It was considered that this would represent a situation where veto power was created for one large
influential party if the number of countries is small. The roles of government and NGO (non
governmental organizations) representatives are also researched at negotiation on biological
diversity in the ocean areas beyond national jurisdiction (BBNJ). It was found that NGO members kept
on attending multiple meetings for years while members of government delegations were changed
relatively frequently. Overall, advanced knowledge in conditions for consensus building was
accumulated.

研究分野： 水圏生産科学
キーワード： 生態系サービス
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