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生物多様性のホットスポット

Biodiversity Hotspots

1988 & 1990: Dr. Norman Myers 

1999 “Hotspots: Earth’s Biologically 
Richest and Most Endangered Terrestrial 
Ecoregions”

生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性：：：：地球上地球上地球上地球上にににに均一均一均一均一にににに分布分布分布分布するのではするのではするのではするのでは

なくなくなくなく、、、、特特特特にににに高高高高いいいい場所場所場所場所がががが存在存在存在存在するするするする



生物多様性のホットスポット

Biodiversity Hotspots

☆＜＜＜＜クライテリアクライテリアクライテリアクライテリア＞＞＞＞

contain at least 0,5% or 1,500 species of 
vascular plants as endemics, 

and it has to have lost at least 70% of its 
primary vegetation ↓↓↓↓

生物多様性上重要生物多様性上重要生物多様性上重要生物多様性上重要 ＆＆＆＆ 危機危機危機危機にににに瀕瀕瀕瀕しているしているしているしている

Unique BD             & very much in danger



生物多様性のホットスポット

Biodiversity Hotspots
☆2000年年年年 25カカカカ所所所所／／／／ ２５２５２５２５ spots identified in 2000

コンサベーションコンサベーションコンサベーションコンサベーション・・・・インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナルによるによるによるによる見直見直見直見直しししし

revised by The Conservation International
2004年年年年 34個所個所個所個所 ／／／／ 34 spots including Japan

地上地上地上地上のののの面積面積面積面積のののの１５１５１５１５．．．．７７７７％％％％

既既既既にににに８６８６８６８６％％％％がががが消失消失消失消失 地球上地球上地球上地球上のわずかのわずかのわずかのわずか２２２２．．．．３３３３％％％％だけだけだけだけ

150,000 種種種種 50% of all plants as endemics
12,065 種種種種 42% of all vertebrates as 

endemics



34 Biodiversity hotspots  世界世界世界世界にににに３４３４３４３４カカカカ所所所所



Experience of Belize

ベリーズの経験

Area 22,965 Km2 面積面積面積面積２２２２万万万万２９６３２９６３２９６３２９６３平方平方平方平方キロキロキロキロ

1/16 of Japan        日本日本日本日本のののの約約約約１６１６１６１６分分分分のののの１１１１

Independent in 1981  １９８１１９８１１９８１１９８１年年年年にににに独立独立独立独立

Population 300,000 人口約人口約人口約人口約３０３０３０３０万人万人万人万人

Agriculture (Sugar,Banana)

農業農業農業農業がががが主要産業主要産業主要産業主要産業（（（（砂糖砂糖砂糖砂糖、、、、バナナバナナバナナバナナなどなどなどなど））））

Member of CARICOM

カリコムカリコムカリコムカリコムののののメンバーメンバーメンバーメンバー



Experience of Belize

ベリーズの経験

Rich biodiversity   豊かな生物多様性

2nd largest barrier reef 世界第二の環礁

the Belize Barrier Reef Reserve System

ベリーズサンゴ礁保護区

Natural heritage site  in 1996

１９９６年に世界自然遺産登録





Experience of Belize

ベリーズの経験

Fisheries in Belize  漁業漁業漁業漁業もももも主要産業主要産業主要産業主要産業

late 1970s   got access to the US market

１９７０１９７０１９７０１９７０年代末年代末年代末年代末、、、、米国市場米国市場米国市場米国市場へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス解禁解禁解禁解禁

↓↓↓↓

Serious Over fishing 乱獲乱獲乱獲乱獲がががが深刻化深刻化深刻化深刻化

Conch, Lobster          コンクコンクコンクコンク、、、、ロブスターロブスターロブスターロブスターなどなどなどなど



Experience of Belize

ベリーズの経験

2001    

Placencia, Belize  プラセンシアプラセンシアプラセンシアプラセンシア

Local fishermen est the NGO(Friends of Nature)

地元漁民地元漁民地元漁民地元漁民によるによるによるによるＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯ「「「「フレンズフレンズフレンズフレンズ・・・・オブオブオブオブ・・・・ネイチャーネイチャーネイチャーネイチャー」」」」

Fisheries management  漁業漁業漁業漁業のののの自主管理自主管理自主管理自主管理

Patrol for IUU                  密漁密漁密漁密漁のののの監視監視監視監視

Whale shark eco tour ジンベエザメジンベエザメジンベエザメジンベエザメををををキーキーキーキーにしたにしたにしたにした

エコツアーエコツアーエコツアーエコツアー



Experience of Belize

ベリーズの経験

2004  

First MPA for Whale shark 初初初初ののののジンベエザメジンベエザメジンベエザメジンベエザメのののの

海洋保護区設定海洋保護区設定海洋保護区設定海洋保護区設定

MPA managed by FON    FONがががが保護区保護区保護区保護区のののの管理管理管理管理もももも

US NGOs cooperation    米国米国米国米国ののののＮＧＯＮＧＯＮＧＯＮＧＯのののの協力協力協力協力

Trained and Equipped Rangers

保護区保護区保護区保護区ののののレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーのののの訓練訓練訓練訓練

Establish Ranger Station and Research Center 

レンジャーレンジャーレンジャーレンジャー基地基地基地基地＆＆＆＆研究基地研究基地研究基地研究基地のののの設置設置設置設置





Experience of Belize

ベリーズの経験

Fishermen turned to tour guides

漁民漁民漁民漁民ががががガイドガイドガイドガイドにににに転職転職転職転職

Growing tourism & reduced fishing pressure

観光業観光業観光業観光業のののの勃興勃興勃興勃興とととと漁業圧漁業圧漁業圧漁業圧のののの低下低下低下低下

Tour operator   旅行旅行旅行旅行オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター

1 in 1997 →→→→ 22 in 2004

Visitors             観光客観光客観光客観光客

500 in 2002 →→→→ 1299 in 2004









Experience of Belize

ベリーズの経験

Lessons  教訓教訓教訓教訓

Bottom up MPA                ボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップのののの保護区保護区保護区保護区

Possibilities                      可能性可能性可能性可能性

Better resource management

資源管理資源管理資源管理資源管理のののの改善改善改善改善

Simple exploitation to sustainability

持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性

Alternative livelihood     新新新新たなたなたなたな収入源収入源収入源収入源



Experience of Belize

ベリーズの経験

Risks  リスクリスクリスクリスク

拡大拡大拡大拡大するするするする観光業観光業観光業観光業

Tourism Expenditure as of GDP in Belize

2001 13.9% →→→→ 2006 17%

Growing Impacts                 影響影響影響影響もももも増大増大増大増大

To ensure that high levels of tourism do not have an adverse effect 
on the behaviour of Whale Sharks at these locations and other 
aggregation sites identified in future, monitoring must continue as 

a priority.                                              (IUCN) 



Experience of Belize

ベリーズの経験

Risks  リスクリスクリスクリスク

Development  nearby       周辺周辺周辺周辺のののの開発開発開発開発

Mangrove cutting           マングローブマングローブマングローブマングローブ伐採伐採伐採伐採

↓↓↓↓

２００９２００９２００９２００９

Belize reef system listed in Danger List

ベリーズベリーズベリーズベリーズ環礁保護区環礁保護区環礁保護区環礁保護区

遺産条約遺産条約遺産条約遺産条約のののの「「「「危機危機危機危機リストリストリストリスト」」」」にににに





Experience of Belize

ベリーズの経験

Risks  リスクリスクリスクリスク

Whale Shark endangered  ジンベエザメジンベエザメジンベエザメジンベエザメ：：：：絶滅危機絶滅危機絶滅危機絶滅危機

CITES A2 (2002)                ワシントンワシントンワシントンワシントン条約条約条約条約 付属書付属書付属書付属書２２２２

IUCN   Vu (2005)                危険性危険性危険性危険性がががが増大増大増大増大

Climate change                    気候変動気候変動気候変動気候変動のののの影響影響影響影響

Rising sea level                 海面上昇海面上昇海面上昇海面上昇

Rising sea temperatures  水温上昇水温上昇水温上昇水温上昇

Growing Hurricane            ハリケーンハリケーンハリケーンハリケーンのののの強大化強大化強大化強大化

Ocean acidification           海洋海洋海洋海洋のののの酸性化酸性化酸性化酸性化



Rising sea levels pose risks for flooding, inundation,

saltwater intrusion, and erosion, which threaten water 
supplies, infrastructure, and coastal areas.

Warmer sea water threatens the coral reefs along the 
coast of Belize that comprise the longest barrier reef in 
the western hemisphere and attract thousands of 
tourists for snorkeling and scuba diving activities. 

Also, warmer sea surface temperatures are associated 
with increasing frequency and intensity of tropical 
cyclones or hurricanes, which threaten coastal 
settlements and infrastructure. Based on present 
spending levels, 45% to 70% of the tourism sector is 
highly vulnerable to the effects of climate change.

(TOURISM IN BELIZE  VULNERABILITY AND CAPACITY         

ASSESSMENT August 2007)



Conclusion まとめ

in Caribbean                 カリブカリブカリブカリブ海地域海地域海地域海地域

Rich biodiversity             豊豊豊豊かなかなかなかな生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性

Huge potential for SD     持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな可能性可能性可能性可能性

Community based approach (bottom up)

コミュニティベースコミュニティベースコミュニティベースコミュニティベースのののの重要性重要性重要性重要性

Important to know the value of ecosystem services

生態系生態系生態系生態系サービスサービスサービスサービスへのへのへのへの理解理解理解理解がががが重要重要重要重要

Whale shark, how much  is it?  ジンベエザメジンベエザメジンベエザメジンベエザメのののの価値価値価値価値はははは？？？？

Huge Risks still remains まだまだまだまだまだまだまだまだ多多多多くのくのくのくのリスクリスクリスクリスク

↓↓↓↓

We need to cooperate.  多多多多くのくのくのくの協力協力協力協力のののの余地余地余地余地



Thank you so much for your attention !

ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

Questions and comments               
ごごごご質問質問質問質問、、、、コメントコメントコメントコメントなどはなどはなどはなどは →→→→ tetsujida@aol.com までまでまでまで


