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During November 18 through November 21, 2003, more than 600 delegates from 23 countries convened
in Bangkok, Thailand, to participate in the 6th International Conference on the Environmental Management
of Enclosed Coastal Seas, EMECS 2003. Previous EMECS conferences witnessed an expansion of
thinking from a focus on enclosed coastal seas themselves to consideration of whole coastal systems,
moving from tidal waters to tributaries to entire watersheds. In Bangkok we have further expanded
our focus to include communities and people as natural and significant components of coastal ecosystems
under the conference theme, "Comprehensive and Responsible Coastal Zone Management for Sustainable
and Friendly Coexistence between Nature and People."
Scientific research has provided us with significant advances in our understanding of the causes of the
degradation of water quality and loss of habitat on the world's coastal ecosystems. Research is the
cornerstone of the most effective environmental policy possible and the implementation of its findings
remain critical to progress. Advances in technology have been especially helpful in the continued
reduction and control of pollution from point sources. These advances include reduced nutrient loads as
a result of wastewater treatment plants upgrades and reduction of emissions from industrial discharges.
We also applaud resource management and conservation efforts that have enabled us to restore some
of our coastal fisheries and to begin managing these in a sustainable manner.
Even so, there is growing perception and public concern that our coastal seas are responding only
very slowly to these demonstrated successes. It is becoming very clear that continued progress will
depend on making significant and heretofore unprecedented advances in solving the poorly‑addressed
problem of pollution from non‑point sources. Unlike point sources that are being addressed through
changes in technology, control of non‑point sources will depend on changes in human behavior. Such
changes include the following:
development of coastal cities, towns, and villages in a manner that minimizes negative consequences
for the environment, including poorly controlled storm water discharge, runoff from impervious
surfaces, and coastal erosion of unprotected shorelines;
●
preservation of "working landscapes" （productive landscapes of farms and forests, productive
seascapes of fisheries, commerce, and recreation, all of which reflect a historical and continuing
coexistence between nature and people）to ensure a diversity of coastal habitats sustained by vital,
resource‑based coastal economies;

●

decrease in atmospheric deposition of pollutants produced by emissions from transportation and
power plants that currently support an inefficient consumption of energy.

●

The continued degradation of the world's enclosed coastal seas and loss of their living resources poses
a direct threat to the future of the world's coastal communities, their economics, and the heritage, culture,
and natural beauty that contribute to their unique sense of place. We are concerned that a loss of place
will contribute to a loss of identity, to a feeling of not being at home anywhere, and to an inability to
recognize the value of cultural diversity in a world that desperately needs the cooperation between
nations to solve global problems.
In previous EMECS declarations we have affirmed our belief in the importance of collaboration between
citizens, NGO's, scientists, educators, policy makers, and governmental officials for more effective coastal
seas' governance. We find that collaboration alone is no longer sufficient. What is needed is far more
active participation. In particular, we believe that such participation must include coastal communities
and their citizens more than ever before. We strongly believe that more effective environmental education

will be critical to effecting that participation.
We, the participants of the 6th International Conference for Environmental Management of Enclosed
Coastal Seas, endorse the following principles as policy guidelines for more "Comprehensive and Responsible
Coastal Zone Management for Sustainable and Friendly Coexistence between Nature and People":
１. There is no contradiction between sustained environmental management, economically viable "working landscapes,
and a strong sense of place on the watersheds of the world’s coastal seas. Quality of water and quality of
life are intimately related. Local communities, through their local leaders, must play a more active role in
promoting responsible behavior by their citizens that will sustain their future economically, culturally, and
environmentally.
２. Truly integrated coastal zone management policy considers people as a natural component of coastal ecosystems.
Such policies must include the sustainability and vitality of coastal communities and their "working landscapes"
as a critical goal and promote the full participation of those communities in achieving this goal.
３. Environmental education, both formally through the schools and informally through special centers for young
people and programs for adults, is of critical importance. In particular, we must counter a growing trend
where children have fewer and fewer opportunities to experience the natural environment with all their senses
and where their limited exposure comes from a perspective of fear about pollution or global environmental
harm. We need more opportunities for hands-on learning based on local examples where children’s involvement
can make a difference. We need environmental education programs that view people as a part of nature rather
than as intruders. We need to convey to our children a lost sense of wonder about sea and river, forest and
field, heritage and home.
４. Science functions as more than a source of new information. The discovery of new knowledge and technologies
is of little value if not applied to help mankind. Science must also include the interpretation of that knowledge
for educators, community leaders, and policy makers alike so their respective activities are based on authentic
data rather than points of view.
５. Government is both facilitator and regulator. Regulations alone have not resolved the world’s coastal seas’
problems. Policies need to be implemented in ways that support research, encourage data interpretation, and
advance formal and informal environmental education. The ultimate goal is nothing less than to help
communities help themselves sustain their economic base and sense of place through active participation as
essential partners in coastal zone management. International agencies can play a more effective facilitation
role through their unique ability to work beyond traditional jurisdictional boundaries, promoting cooperation
between nations and also implementing programs based on complete watershed and other natural ecological
systems.
６. The writer, the columnist, and the poet are the implements of sustainable development of our enclosed coastal
seas. We believe no other group has proven as effective in making sense of place a credible and effective
factor for sustainable environmental policy.
This conference established the EMECS Schools and Students Partnership as a new forum to allow
young people and their teachers to participate directly in environmental management of enclosed coastal
seas. This Conference Declaration incorporates wisdom as seen through their eyes. We mistakenly
assume that our policies are an attempt to guarantee a high quality of life for the next generation. A
better perspective is to realize that we have in fact borrowed the future from our children. We wish
to return it a condition that will sustain a high quality of life forever. They are counting on us. They
are eager to help. Hand in hand, we will succeed.

バ ン
ン コ ク
ク 宣 言
第６回世界閉鎖性海域環境保全会議（EMECS2003）は、2003年11月18日から21日までタイ王国バンコ
ク市において、23カ国から600人以上の参加者を得て開催された。これまでのエメックス会議において、
我々は閉鎖性海域そのものから、沿岸海域の生態系全体へ、さらに海辺から周辺の水域を経て、流域全体
へと考えを広めてきた。バンコク会議では、この考えをさらに押し進め、沿岸域の生態系の重要な要素で
ある地域社会や地域の人々を含め、そのテーマを「自然と人々の持続可能で友好的な共生を図るための包
括的な責任ある沿岸域管理」とした。
我々の科学的調査・研究は、水質悪化の原因、ならびに世界の沿岸域生態系生息地の喪失を理解する上
で大きな進歩をとげた。これらの調査・研究は、最も効果的な環境政策を可能とする基礎となるもので、
その達成は、今後の進歩の上で必要不可欠なものである。ところで、点源汚染の抑制ならびに規制を行う
上で、技術の革新はこれまで大きな役割を果たしてきた。このような進歩は、下水処理施設の改善や工場
排水規制、ならびに栄養塩の負荷低減をも含むものである。
さらに、資源管理・保全の努力は、我々の沿岸域での漁場の回復、ならびに持続可能な方法での管理を
可能とした。これは賞賛に値する。
しかしながら全体から見て、このような成功例に対し、なお沿岸海域は十分に対応しているとはいえな
いという認識と懸念が広がりつつある。このような進歩は、これまで見落とされてきた非点源汚染からの
汚染対策に対し、有効で画期的な進歩となることは明らかとなりつつある。技術革新によって前進を見て
きた点源汚染とは異なり、非点源汚染の抑制は、人間の行動の変化に大きく依存することとなるであろう。
このような行動の変化として以下のものが指摘される。
●

制御困難な洪水、地下への不浸透による流水、自然海岸の浸食のような環境破壊を最小限に抑制す
る沿岸の市・町・村の政策展開

●

共存活動の圏域（working landscapes）の保護。すなわち、これは生産の場としての農場、森林
のような陸の圏域、ならびに同様に資源としての、漁業、商業、およびリクリエーションのような海
の圏域を意味する。この圏域は歴史的背景を有する自然と人間の、今日まで維持されてきた共存を反
映する。またこのことは、活力ある資源に基礎を置いた沿岸域の経済活動によって持続される、沿岸
生態系の多様性を確実にするものである。

●

非効率的なエネルギー消費をもたらす現在の交通手段、ならびに発電所などからの排出による大気
汚染物資の低減

世界の閉鎖性海域の継続的な劣化と生物資源の減少は、世界の沿岸域コミュニティ、その経済ならびに
伝統、文化及びそれら地域の特性を維持する自然の美しさの、将来に対する直接的な脅威となっている。
このような特性の喪失は、その特色の喪失、所属する文化、快適さの喪失、並びに文化の多様性の価値の
否定につながるものである。
これまではエメックス宣言において、我々は有効な沿岸域の統治にとって、市民、NGO、科学者、教
育者、政策立案者の間の協働に対する認識の重要性を認めてきた。しかし、我々は、協働だけではもはや
十分でないことを認識している。現在必要なのは積極的な参加なのである。特にこのような参加は、これ
まで以上に沿岸域のコミュニティ、ならびに市民を巻き込むことが必要であると考える。さらにより効果
的な環境教育が、参加を促進する上で必要であると強く信じている。
我々、第6回エメックス会議の参加者は、自然と人々の持続可能で友好的な共生を図るための、包括的
な責任ある沿岸域管理に以下の対策の指針を提示する。

１． 世界の沿岸域につながる流域での持続的環境管理、
「共存活動の圏域」
、ならびに、その場所への、
人の帰属意識の間には何の矛盾も存在しない。水質と生活の質とは密接に結びついている。コミュニ
ティには、地域の指導者のもとでその将来の経済的、文化的ならびに環境面での持続を可能とする市
民の責任ある行動を推進する一層積極的役割が期待される。
２． 真に統合された沿岸域管理政策において、人は沿岸域生態系の構成要素として扱われる。このよう
な政策は、沿岸コミュニティと「共存活動の圏域」の持続性と活性化を中心に据えた目標として、含
まれなければならず、この目標達成のためにコミュニティの全面的な参加を促進するものでなければ
ならない。
３． 学校の正規の授業ならびに青少年に対する特別なセンター、および成人に対するプログラムを通じ
て行われる環境教育は、極めて重要である。特に、最近の傾向である子ども達が、全ての五感を使っ
て、自然環境を体験する機会がしだいに少なくなっているという現状や、限られた触れ合い、公害や
地球規模の環境破壊への恐れに身を曝していくという傾向に対処していかなければならない。我々は、
子ども達が自然との関わりによって違いが生じてくるような地域の例に基づいて、直接の自然を学ぶ
機会が必要であると考える。我々は、子ども達が海や川、森や野原、自然の遺産や育った生態系場所
について失われた好奇心を伝えていく必要があると考える。
４． 科学は、単なる新しい情報源として以上の意味を持つ。新しい知識や技術の開発は、人類に役立つ
ものでなければ何の価値も持たない。科学は、その知識を教育者、コミュニティの指導者、政策立案
者に対して単なる意見・見解ではなく、生きたデータに基づいて活用されなければならない。
５． 政府は、政策の推進者であり同時に規制者である。単なる規制だけでは、世界の沿岸域の問題を解
決することはできない。研究を促進し、データの解析を進め、広く環境教育を進める多様な政策が実
施されるべきである。政策の究極の目的は、沿岸域管理における中心的役割を積極的に果たす行為を
通じて、地域の経済基盤、市民の帰属意識を自らの手で維持するよう努めることにある。国際機関は、
流域とその他の生態系に基づくプログラムを達成する計画の間の協力を推進する上で、これまでの国
家間の境界線を越えて活動しうる能力を有するので、一層有効な積極的役割を果たすことができる。
６． 作家、コラムニスト、詩人など文化的な価値の伝達者は、我々の閉鎖性海域の持続可能な発展を進
める上で、重要な役割を果たしている。これらの人々は、維持可能な環境政策を採用し、機能させる
上で、その地域の価値を伝えるため重要な役割を果たしていると考える。
この会議は、若い世代の人々とその指導者に、閉鎖性海域の環境管理に直接関わる機会を持ってもらう
新しい試みとして、EMECS Schools and Students Partnership（青少年環境教育交流）を実施した。こ
の宣言には今回の交流で示された経験と知恵が生かされている。我々の政策が次世代の人々の高い生活水
準を保証するという、誤った認識を抱きがちである。しかし我々は、次代の子ども達の将来に責任を持っ
ているという事実に注意を払うべきである。すなわち、次代の高い生活水準を永久に継続し得るような条
件を提示したいと考える。彼らと我々の間は、相互に緊密な関係にあり、依存と協力が不可欠である。

EMECS2003参加者一同
2003年11月21日
（事務局仮訳）
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―会議報告にあたって―
Preface

Inner bays enclosed by land areas, inner seas,
river estuaries and other highly enclosed water regions
have outstanding natural conditions that have provided
humanity with ideal environments in which to live.
They have also been used as fishing grounds, places
of industrial activity, and centers of maritime transport
and recreation , supporting people's lifestyles and
giving birth to many different kinds of culture.
However, as the exchange of seawater in enclosed
coastal seas is sluggish, these environments tend to
be adversely affected by human activities. As a result,
enclosed coastal seas around the world currently
suffer from worsening water environments and habitats,
reductions in both species and populations , and
declining fishing catches. If this situation continues,
enclosed coastal sea environments will continue to
decline and may even have a major adverse impact
on the global environment.
Since 1990, the International Conference on the
Environmental Management of Enclosed Coastal Seas
（EMECS）has been held on a regular basis, offering
the opportunity for people to join together and thereby
increase the effectiveness of efforts to deal with the
environmental problems of enclosed coastal seas that
are a common problem worldwide.
The sixth EMECS conference, EMECS 2003, was
held November 18‑21, 2003 in Bangkok, Thailand.
The conference was sponsored by the EMECS 2003
Organizing Com mittee , made up of Thailand's
Ministry of Natural Resources and Environment,
Chulalongkorn University , The Royal Institute ,
Thailand, the International Center for Environmental
Management of Enclosed Coastal Seas （International
EMECS Center）and other organizations.
At each of the past EMECS conferences, the focus
of interest has been reflected in the conference theme:
"Environmental Management and Appropriate Use of
E n cl o s e d C o a s t a l S e a s " " T o w a r d E ff e c ti v e
Governance of the World's Enclosed Coastal Seas"
"With Rivers to the Sea: Interaction of Land Activities,
Fresh W ater and Enclosed Coastal Seas" and
"Land‑ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems."
The theme of the previous（fifth）EMECS conference,
E M E C S 2 00 1, w as " T o w ar d C o astal Z o n e
Management that Ensures Coexistence between People
and Nature in the 21st Century," and the discussion
focused on the restoration of damaged environments
and the creation of new environments. At EMECS
2003, this approach was expanded to include the
co m m unity and local residents , an im portant

陸域に囲まれた内湾、内海、河口域などの閉鎖性の
高い海域は、その恵まれた自然条件から人類に最適な
居住環境を提供し、漁場、産業活動、海上交通やレク
リエーションの場として利用され、人々の生活を支え
様々な文化を育んできました。
その反面、閉鎖性海域は、海水交換が緩慢で人間活
動により環境悪化を招きやすいとの特性を有すること
から、現在、世界各地の閉鎖性海域では、水環境や生
物生息環境の悪化、生物種・個体数の減少、漁獲量の
減少が生じており、このままでは閉鎖性海域の環境は
更に悪化の一途をたどり、ひいては地球全体の環境に
も大きな影響を与えるものと危惧されています。
世界閉鎖性海域環境保全会議すなわちエメックス会
議は、世界的な共通課題である閉鎖性海域の環境問題
に連携して取り組み効果を高めようとの趣旨から、
1990年以来継続して開催されてきました。
この第６回会議であるEMECS2003は、タイ王国天
然資源・環境省、チュラロンコン大学、タイ王立研究
所、
（財）国際エメックスセンター等により構成され
たEMECS2003国際組織委員会の主催により、バンコ
ク市において2003年11月18日から21日まで開催されま
した。
これまでのエメックス会議における関心は、閉鎖性
海域の環境保全と適正利用、効果的な沿岸海域の統合
管理（ガバナンス）
、陸域活動と河川を通じた海域と
の相互作用、陸海の相互作用と沿岸生態系の保全へと
発展してきました。さらに前回の第５回会議では、
「2
1世紀の人と自然の共生のための沿岸域管理」をテー
マに悪化した環境の修復・創造について議論されてき
ました。EMECS2003では、この考えがさらに進めら
れ、沿岸域の生態系の重要な構成要素であるコミュニ
ティや地域の人々を含めて、そのテーマは「自然と人
々の持続可能で友好的な共生を図るための包括的な沿
岸域管理」とされました。
また、今回の会議は、急速に開発が進むアジアの発
展途上国で初めて開催されました。アジア地域の沿岸
域は、これまでも開発や浸食のためマングローブ林の
衰退等が指摘され、今後とも開発圧力で沿岸域の改変
が進むと予想されます。このような地域にあるタイ王
国においてエメックス会議が開催されたことは大きな
意義があったと考えています。
EMECS2003では、世界の23カ国から600人以上の
参加者を得て、口頭発表やポスター発表等を通じて、
閉鎖性海域や流域・沿岸域の様々な課題等について質
の高い情報や意見の交換が行われました。この会議を
通じて、科学者、市民、NGO、企業並びに行政（政
策決定者）のそれぞれの参加者による問題の提起と活
発な議論が交わされ、最終日に採択された「バンコク
宣言」において共通の認識が醸成されたと信じていま
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element of the ecosystem in coastal zones. The theme
of this sixth EMECS conference was "Comprehensive
and Responsible Coastal Zone Management for
Sustainable and Friendly Coexistence between Nature
and People."
EMECS 2003 was the first EMECS conference to
be held in a developing country in Asia , where
development is proceeding at a rapid pace. Some of
the problems affecting coastal zones in Asia have
already been pointed out, such as the decimation of
mangrove forests due to development and erosion,
and development pressures are expected to further
promote changes in coastal zones in this region. At
such a time, it is very significant that the EMECS
conference was held in the Kingdom of Thailand in
this region.
EMECS 2003 was attended by more than 600
delegates from 23 countries around the world. Through
oral presentations, poster session and other events,
an exchange of high‑quality information and views
relating to various issues facing enclosed coastal seas,
river basins and coastal zones was held . The
conference allowed researchers , private citizens ,
NGOs, industry personnel and government representatives
（policymakers）to raise issues and engage in spirited
discussion , and it is our belief that the "Bangkok
D eclaratio n" a d o pte d o n th e fin al d a y of th e
conference expresses a common recognition. The
achievements of this conference are expected to lead
to autonomous action on the part of individual delegates
as well as the creation of a robust network for
cooperative action between entities.
As is also stated in the Bangkok Declaration, this
was the first EMECS Conference at which a new
session called the "EMECS Schools and Students
Partnership" was held, involving both the younger
generation and their teachers. A sustainable society
is one that always maintains a sense of responsibility
to the next generation as it prepares to hands the
reins to that generation. This principle will be carried
on at the seventh EMECS conference, EMECS 2006,
to be held in Caen, France.
We would like to express our gratitude to the
members of the EMECS 2003 Organizing Committee,
the keynote speakers, the special session and technical
session speakers, and the poster presenters, all of
whom helped to make the conference a success. In
particular, we would like to express our special thanks
once again to Dean Piamsak Menasveta and the staff
of Chulalongkorn University, the conference secretariat,
and all of the delegates from countries around the
world who helped to ensure the success of the
conference.

International EMECS Center

す。また、この会議の成果を受けて、参加者それぞれ
が主体的な実践行動に結びつけていくこと、また、各
主体間の協働のための強固なネットワークの築かれる
ことが期待されています。
バンコク宣言にもあるように、この会議では初めて
の試みとして若い世代とその指導者達による「青少年
環境教育交流」セッションが持たれました。持続可能
な社会とは次世代に常に責任を持って引き継いでいく
社会であり、この理念は、次回2006年にフランス・カー
ン市で開催予定の第７回エメックス会議にも引き継が
れることでしょう。
EMECS2003を成功に導いた国際組織委員会委員の
皆様、基調講演、特別セッション、技術セッション、
ポスターセッションでの多数の発表者の皆様にお礼申
し上げます。特に事務局であるチュラロンコン大学ピ
アムサク・メナサウェイド部長を始めとする大学スタッ
フの皆様に対し、また、多数の国々からご参加いただ
いた皆様に改めて厚くお礼を申し上げ、会議報告書の
発刊の言葉とします。
（財）国際エメックスセンター
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Hosts & Co‑hosts

Maine Theme

メインテーマ
自然と人々の持続可能で友好的な共生を図るため
の包括的な責任ある沿岸域管理

Comprehensive and Responsible Coastal Zone
Management for Sustainable and Friendly Coexistence
between Nature and People
Date
November 18‑21, 2003
Venue

会

The Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand

Organizers

場
タイ王国 バンコク市
イド・ホテル

モンティエン・リバーサ

主催団体
タイ王国天然資源環境省

Thailand's Ministry of Natural Resources and
Environment
Chulalongkorn University

チュラロンコン大学
タイ王立研究所
財団法人国際エメックスセンター

The Royal Institute of Thailand
International Center for the Management of Enclosed
Coastal Seas （International EMECS Center）
Co‑organizers

共催団体
ラムカムヘーン大学
スブ ナクハサティエン財団
ヤド フォン協会
CU‑BIOTEC 海洋バイオテクノロジー研究ユニット
KU 沿岸開発センター
ＡＰＮセンター

Ramkhamhaeng University
Seub Nakhasathien Foundation Thailand
Yad Fon Association
CU‑BIOTEC Marine Biotechnology Research Unit
KU Coastal Development Center
Asia‑Pacific Network for Global Change Research
（APN Center）
GEF/UNDP/IMO Regional Programme on Partnerships

GEF/UNDP/IMO 東南アジア海域環境保全パー
トナーシップ地域計画（PEMSEA）

in Environmental Management for the Seas of
Southeast Asia （PEMSEA）
EAS/RCU United Nations Environmental Programme

EAS/RCU 国連環境計画
カセサート大学
アジア工科大学院
国際海洋研究所タイ支部（IOI‑Thailand）

Kasetsart University
Asian Institute of Technology
International Ocean Institute‑Thailand（IOI‑Thailand）
Supports

支援団体
タイ王国観光庁
タイ王国発電公社
タイ国際航空
The Siam Cement Public Company Limited
Unocal Thailand Limited
Charoen Phokphand Foods Public Company
Limited

Tourism Authority of Thailand
Electricity Generating Authority of Thailand
Thai Airways International
The Siam Cement Public Company Limited
Unocal Thailand Limited
Charoen Phokphand Foods Public Company Limited
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全体日程とプログラム
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会議のあらまし

Outline of the Conference

The 6th International Conference on the Environmental
Management of Enclosed Coastal Seas（EMECS2003）
was held for four days from November 18 through
November 21, 2003 in Bangkok, Thailand. More than
600 delegates from 23 countries came to participate
in the conference , whose theme this time was
"Comprehensive and Responsible Coastal Zone Management
for Sustainable and Friendly Coexistence between
Nature and People." On the last day of the conference,
the Bangkok Declaration was adopted, and it was
announced that the next EMECS Conference would
be held in 2006 in Caen, France.

開会式
タイ王国国歌が流れる厳粛な雰囲気のなか、タイ王
国チュラポーン・ワライラック王女代理ヴィチット・
スリサアーン博士をお迎えして開会式が始まった。ま
ず、EMECS2003国際組織委員会 プロドプラソップ
・スラサワディー委員長（タイ王国天然資源環境省長
官）から、第６回エメックス会議がタイ湾・アンダマ
ン海という２つの閉鎖性海域のあるタイで開催される
ことを歓迎する旨の挨拶があった。
次に、
（財）国際エメックスセンター 井戸敏三理事
長（兵庫県知事）から、EMECS2003開催及び阪神・
淡路大震災の際の支援について、タイ王国に対する感
謝の意が表明された。
その後、タイ王国チュラポーン王女代理のヴィチッ
ト・スリサアーン博士から、沿岸環境の保護、管理を
成功させるためには、地域コミュニティー・研究者・
政府・教育者等の連携と協力が図られなければならな
い。また、研究者の連携により、生態系の構成要素す
べての調査が重要である。EMECS2003が有意義な会議に
なることを期待するとのメッセージの後、EMECS2003
の開会が宣言された。

Opening Ceremony
The opening ceremony for the conference began in
an atmosphere of solemn dignity , with the Thai
national anthem playing and with Dr. Vichit Srisa‑an,
representative of Her Royal Highness Princess
Chulaporn Walailuk, in attendance. In his address,
Dr. Plodprasop Suraswadi, Permanent Secretary of
the Ministry of Natural Resources and Environment
of Thailand and Chair of the EMECS2003 International
Organizing Committee, said that he welcomed the
fact that the sixth EMECS Conference was being
held in Thailand , a country located next to two
enclosed coastal seas （the Gulf of Thailand and the
Andaman Sea）.
Following this , Mr . Toshizo Ido , Governor of
Hyogo Prefecture, Japan and Chair of the Board of
Directors of the International EMECS Center, expressed
his gratitude to the Kingdom of Thailand both for
holding EMECS2003, and for the assistance provided
by Thailand at the time of the Great Hanshin‑Awaji
Earthquake of 1995.
Then Dr. Vichit Srisa‑an, representing Her Royal
Highness Princess Chulaporn Walailuk , gave an
address. In order to succeed in protecting and managing
coastal environments, he said, local communities,
researchers, governments, educators and so forth
must join together and cooperate in the effort. By
bringing researchers together, Dr. Srisa‑an said, he
hoped that EMECS 2003 would be a conference of
great significance. With these words, the EMECS
2003 conference was declared officially open.
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■はじめに
EMECS2003（第6回世界閉鎖性海域環境保全会議）
は2003年11月18日から21日までの４日間、タイ王国バ
ンコク市において、
「自然と人々の持続可能で友好的
な共生を図るための包括的な責任ある沿岸域管理」を
テーマに、23カ国から600人を超える参加者を迎えて
開催された。最終日には「バンコク宣言」を採択し、
次回会議は2006年にフランス・カーン市で開催するこ
とが表明された。

■Introduction

１

EMECS2003

１
エ
メ
ッ
ク
ス
会
議
に
つ
い
て

Keynote Lectures

基調講演
開会式に続き、３人の科学者による基調講演が行わ
れた。
〇「東アジアにおける持続可能な沿岸域開発への挑戦」
東アジア海域環境保全パートナーシップ（PEMSEA）
GEF/UNDP/IMO地域計画局 チュア・ティアー
エン 局長

Following the opening ceremony, keynote lectures
were given by three scholars.
"Challenges to Sustainable Coastal Development in
East Asia"
Dr. Chua Thia‑Eng
Regional Programme Director , CEF / UNDP /IMO
Regional Programme on Partnerships in Environmental
Management for the Seas of East Asia （PEMSEA）

〇「海洋環境への脅威とEMECS」
（財）国際エメックスセンター 茅 陽一 会長
（東京大学名誉教授）

"Threats to the Marine Environment and EMECS"
Dr. Yoichi Kaya

−General Information on EMECS2003−

Professor Emeritus, The University of Tokyo and
President, International EMECS Center

Marine Biologist

〇「タイにおける珊瑚礁の管理と研究」
海洋生物学者
ハンサ・チャンサン 博士

Special Forums

特別セッション

−Gulf of Thailand

〇タイ湾セッション

"Coral Reef Management and Research in Thailand"
Dr. Hansa Chansang

Thia‑Eng, Regional Programme Director of the CEF/

チュア・ティアーエン 東アジア海域環境保全パー
トナーシップ（PEMSEA）GEF/UNDP/IMO地域計

UNDP/IMO Regional Programme on Partnerships in

画局長、タウィースックディ・ピヤカンチャナー チュ

Environmental Management for the Seas of East Asia

ラロンコン大学教授によるオープニングメッセージの

（PEMSEA）, and Dr . Twesukdi Piyakarnchana ,

後、タイ湾の環境保全事例が報告され、引き続き、チェ

Professor, Chulalongkorn University. Subsequently,

サピーク湾、瀬戸内海、マニラ湾、渤海の事例紹介な

case study reports on environmental management in

どの報告が行われた。

The opening messages were given by Dr. Chua

the Gulf of Thailand were presented, followed by
reports introducing case studies for Chesapeake Bay,
the Seto Inland Sea, Manila Bay and the Bo Hai.

〇アジア太平洋フォーラム
山村尊房 ＡＰＮセンター長、ピアムサック・メナ
サウェイド チュラロンコン大学科学部長・教授の開
会挨拶に続き、アジア太平洋地域の沿岸問題に取り組
む科学的挑戦、沿岸域管理の必要性と要望、太平洋の
島々沿岸の正しい管理と誤った管理、ＡＰＮ沿岸研究
とアジア太平洋地域における沿岸統合管理の新しい方
向性のプレゼンテーションが行われた。
フォーラムでは、三村信男 茨城大学広域水圏環境
科学教育研究センター教授を議長に、パネリストと利
害関係者、関心を持っている人々等幅広い参加者から
なる聴衆の間で将来の研究方向に関する活発な議論が
行われた。

−Asia‑Pacific Forum
The opening addresses were given by Mr. Sombo
Yamamura, Director of the Asia‑Pacific Network for
Global Change Research （APN ） Secretariat and
Dr. Piamsak Menasveta, Dean, Professor, Faculty
of Science, Chulalongkorn University. These were
followed by presentations on scientific efforts to
resolve coastal problems in the Asia‑Pacific region,
the need for and requirements of coastal zone management,
correct and incorrect management of coastlines in
the islands of the Pacific, and new directions for
APN coastal research and integrated coastal management
in the Asia‑Pacific region.
Dr. Nobuo Mimura , Professor, The Center for
Water Environment Studies, Ibaraki University, served
as Chair of the forum. There was a spirited debate
between the panelists and the audience , which
consisted of a wide variety of delegates including
stakeholders and other interested parties, regarding
the direction of future research.
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〇環境教育セッション「青少年環境教育交流」
ジャンポール・デュクロトワ ハル大学名誉教授及
びウェイン・ベル ワシントン大学環境社会研究所所
長・教授を議長に、次世代を担う青少年及び環境教育
者が環境保全、環境教育に関する取組の活動報告を行
い、質疑応答・意見交換を通じて、水を中心とした環
境保全についてグローバルな視点から問題意識を育む
ことを目的に２日間にわたって開催された。初日は高
校生・中学生、環境教育者による活動報告、質疑応答
及び意見交換が、２日目はUNESCO Bangkok、現地
学校への訪問が行われた。

Technical Sessions
16 technical sessions were held and 90 oral
p r e s e ntatio n s w e r e m a d e fo r t h r e e d a y s at
EMECS2003. The themes for the sessions were as
follows:
1. Monitoring System and Modeling
2. Marine Habitat Assessment
3. Water Quality Assessment
4. Coastal Engineering
5. Impact of Land ‑ Based Activities on Coastal
Marine Environment
6. Persistent and Emerging Environmental Problems
7. Monitoring and Prediction of Redtides
8. New Technologies
9. Management of Coastal Ecosystems and Environmental
Protection
10. Environmental Conservation and Restoration
11. Coastal Policies and Socio‑Economic Considerations
12. Community‑Based Management
13. Legal Requirements and Implications
14. Tourism Pressure and Ecotourism
15. Growth, Development, and Utilization of Coastal
Resources
16. Educational Aspects of Coastal Zone

技術セッション
19日から21日の３日間かけて、16の技術セッション
が開催され、90件の口頭発表が行われた。
① モニタリングシステムとモデリング
② 海洋生息地の評価
③ 水質の評価
④ 海岸工学
⑤ 陸域活動による沿岸海洋環境への影響
⑥ 未解決及び新たな環境問題
⑦ 赤潮のモニタリングと予測
⑧ 新技術
⑨ 沿岸生態系管理と環境保護
⑩ 環境の保全と修復
⑪ 沿岸政策と社会経済的な考察
⑫ コミュニティ−活動による環境管理
⑬ 法の規定と意味
⑭ ツーリズム影響とエコツーリズム
⑮ 沿岸資源の成長、開発、利用
⑯ 沿岸域での教育的側面

〇ＮＧＯフォーラム
タヴィヴォンセ・スリブリ チュラロンコン大学助
教授を議長として開催された「ＮＧＯフォーラム」で
は、インド・ロシア・日本３ヶ国４グループの報告が
あった。報告後の討論では、政府とＮＧＯの役割やＮ
ＧＯの支援、資金調達の方法等についてそれぞれの活
動における事例や経験等について情報交換が、また、
ＮＧＯが地域で行う環境教育の重要性について意見交
換が行われた。
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−EMECS Schools and Students Partnership
Dr. Jean‑Paul Ducrotoy, Professor Emeritus, The
University of Hull, and Dr. Wayne H. Bell, Director
of the Center for the Environment and Society and
Professor of Biology and Environmental Studies ,
Washington College, served as Chairpersons for this
two‑day forum, which featured reports on environmental
management and environmental education efforts on
the part of environmental educators and the youth
who will play a leading role in the next generation,
as well as question and answer sessions and an
exchange of views. The objective of the forum was
to nurture an awareness of water‑centered environmental
management issues from a global perspective through
these activities. The first day featured reports on
activities by high school and junior high school students
and environmental educators, as well as question
and answer sessions and the exchange of views.
The second day featured a visit to UNESCO Bangkok
and a local school.
−NGO Forum
Dr . Thavivongse Sriburi, Associate Professor ,
Chulalongkorn University, served as Chair of this
forum, which featured reports by four groups on
three countries: India, Russia and Japan. In the discussion
following the reports, there was an exchange of
information regarding the case studies of their
respective activities, experiences etc. relating to the
role of governments and NGOs, NGO assistance and
fundraising methods and so on, as well as an exchange
of views on the importance of environmental education
by NGOs in local regions.

EMECS2003
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Poster Session
48 posters were exhibited in the Poster Session.
The EMECS2003 Award Selecting Committee for the
Poster Session selected two posters to receive certificates
and monetary awards.

ポスターセッション
ポスターセッションには48点の出展があり、ポスター
選考委員会の審査により、優秀作品２点に賞状と賞金
が授与された。

Closing Ceremony
Following a report by Dr. Piamsak Menasveta,
Dean, Professor of the Faculty of Science, Chulalongkorn
University, and Chair of the EMECS 2003 Executive
Sub‑committee, regarding the number of delegates
to EMECS 2003 and other matters , the proposed
Bangkok Declaration was presented by Dr. Wayne
H. Bell, Director of The Center for Environment
and Society and Professor of Biology and Environmental
Studies at Washington College , and Chair of the
EMECS2003 Declaration Drafting Committee. Several
persons in the audience expressed their views and,
following revision , the declaration was adopted
unanimously.
N e xt , D r . O sa m u M ats u d a , C h air of th e
EMECS2003 Award Selecting Committee for the Poster
Session , presented the certificates and monetary
awards to the two winning posters from the Poster
Session.
Following the awards presentation, there was an
address by Dr . Jean ‑ Paul Ducrotoy , Professor
Emeritus, The University of Hull. In his address,
Dr. Ducrotoy said that the 7th EMECS Conference
would be held in Caen, France in 2006, and that
the conference would be sponsored jointly by the
International EMECS Center and The Estuarine and
Coastal Sciences Association. Caen is near two enclosed
coastal seas, the North Sea and the English Channel.
The theme of the conference will be "Enclosed Coastal
Seas: Our Joint Responsibility."
After this, Dr. Piamsak Menasveta, Chair of the
EMECS2003 Executive Sub‑committee, gave the closing
address on behalf of Dr . Plodprasop Suraswadi ,
Chair, EMECS2003 International Organizing Committee.
Dr. Menasveta expressed thanks to the individuals
and organizations that had cooperated in holding the
conference and the companies and other entities that
had provided support.
Lastly, Dr. Nobuo Kumamoto, President, Hokkaigakuen
University and Chair of the Scientific & Policy
Committee of the International EMECS Center, also
expressed thanks to all those who worked to make
EMECS 2003 a reality and to those who had participated
in the conference. Looking back on the six EMECS
Conferences , Dr . Kumamoto said that numerous
important issues had been raised, including environmental
education spanning future generations, the integration
of environmental issues through mutual cooperation
on the part of various relevant organizations, the
use of state‑of‑the‑art science and technology, the
participation of NGOs, legal means and so on, and
that spirited discussion and informational exchanges
had been conducted. Dr. Kumamoto went on to say
that these efforts must be passed on to future generations.
With that, the four‑day conference came to a close.

閉会式
EMECS2003国際組織委員会運営部会長のピアムサッ
ク・メナサウェイド チュラロンコン大学科学部長・
教授から参加者数等報告の後、ウェイン・ベル ワシ
ントン大学環境社会研究所所長・教授から「バンコク
宣言案」の提示があった。会場からいくつかの意見が
出され、修正のうえ満場一致で宣言が採択された。
次に、ポスターセッションの優秀作品２点に、松田
治ポスター選考委員会委員長から賞状と賞金が授与さ
れた。
続いて、次回会議主催者を代表して、ジャンポール・
デュクロトワ ハル 大学名誉教授 から 、「第 ７ 回
EMECS会議は2006年にフランス・カーンにおいて、
（財）国際エメックスセンターと河口沿岸科学協会が
共同で開催する。近くには、北海、英仏海峡という閉
鎖性海域がある。会議テーマは「閉鎖性海域：私たち
の共同責任」とする。
」との挨拶があった。
その 後、 プロドプラソップ ・ スラサワディ ー
EMECS2003国際組織委員会委員長に代り、ピアムサッ
ク・メナサウェイドEMECS2003国際組織委員会運営
部会長から閉会挨拶として、会議開催にあたって協力
をしていただいた人々、機関、支援していただいた企
業等に対して感謝の言葉が述べられた。
最後に、
（財）国際エメックスセンターを代表して
熊本信夫 科学・政策委員会委員長（北海学園大学長）
から「EMECS2003開催にご尽力していただいた方々、
参加していただいた方々にお礼申し上げたい。今回で
第６回を迎えるEMECS会議を振り返ってみると、将
来世代を交えた環境教育、各種関連組織の相互協力に
よる環境問題の統合、最新科学技術の利用、NGO団
体の参加、法律的手段など数々の重要な問題が提起さ
れ、活発な議論・情報交換が行われてきた。この努力
を次の世代に引き継いでいかなければならない」との
挨拶があり４日間の会議は閉幕した。
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２−１ 歓迎挨拶
Welcome Address
プロドプラソップ･スラサワディー 委員長
タイ天然資源環境省長官

Dr. Plodprasop Suraswadi
Chair, EMECS2003 International Organizing Committee
（Permanent Secretary, the Ministry of Natural Resources
and Environment, Thailand）

会
式
−Opening Ceremony−

EMECS2003国際組織委員会

開

EMECS2003

Her Royal Highness Princess Chulaporn Walailuk's

チュラポーン・ワライラック王女殿下代理のヴィチッ

Representative, the Honorable Professor Dr. Vichit

ト・スリサアーン博士、そしてご列席の皆様。

Srisa‑an, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen.

2
ようこそ素晴らしい国、タイ王国そしてEMECS2003

I would like to welcome all of you to the magnificent

においでくださいました。最初にこの機会をお借りし、

all, I would like to take this opportunity to express

チュラポーン王女殿下並びに多忙なスケジュールの中、

my sincere gratitude to Her Royal Highness Princess

殿下の代理として本日開会式にご列席いただいたヴィ

Chulaporn Walailuk, and her appointed representative,

チット・スリサアーン博士に心から感謝の意を表しま

Professor Dr. Vichit Srisa‑an, who has taken time

す。

out of his very busy schedule and granted us his
presence at our auspicious Opening Ceremony today.
EMECS , or the Environmental Management of

エメックス（閉鎖性海域環境保全）は、日本をベー

Enclosed Coastal Seas, is a Japan‑based organization,

スとした組織で、瀬戸内海をはじめとする世界の閉鎖

whose concern is the preservation of the environment

性海域の環境保全に貢献することを目的としています。

of the Seto Inland Sea and other enclosed coastal seas

1990年の第１回会議以来、チェサピーク湾、バルト海、

worldwide. Established in 1990, this movement has

地中海、黒海、タイ湾など世界の閉鎖性海域の環境保

gradually evolved into the international network of

全に関する問題に関わる人々の国際的なネットワーク

people involved in issues pertaining to the environmental

へと徐々に発展していきました。

management of the world's enclosed coastal seas,
including the Chesapeake Bay, the Baltic Sea, the

これまでに 、エメックスは２年に１度のペースで

Mediterranean Sea, the Black Sea and the Gulf of

５回の国際会議を開催してきました。１回目は1990年

Thailand.

に日本の神戸で、以後、米国、スウェーデン、トルコ、

In the past, EMECS has organized 5 international

そして再び日本と会議を開催しました。今回、第６回

conferences ‑ once every two years. The first was

世界閉鎖性海域環境保全会議をタイで開催し、皆様を

held in 1990 in the city of Kobe, Japan, and thereafter,

お迎えすることを光栄に思います。タイ湾とアンダマ

the USA, Sweden, Turkey and again Japan, respectively.

ン海の２つの海に接するタイの人々は、食物、レクリ

This year it is our honor to organize and welcome

エーション、観光、産業の発展を主に海洋及び沿岸資

you all to the 6th International Conference on the

源に依存しています。かつて素朴で美しかった海岸線

Environmental Management of Enclosed Coastal Seas.

は物理的、生態学的に悪化してきていますが、それは

Flanked by two bodies of water, the Gulf of Thailand

沿岸資源の利用の結果であり、そのことが沿岸環境に

and the Andaman Sea, the people of Thailand rely

関する国民の問題意識を高めてきました。

mainly on the marine and coastal resources, which
provide nutrition, recreation, tourism and industrial

さらに、優れた生態学的及び環境問題の認識の中に

development. The physical and ecological degradation

は、回復、保全、保護、そして予防措置の緊急性も含

of the once pristine coastlines result from the utilization

まれていました。この困難な仕事は、科学者、政府、

of coastal resources, and has raised public awareness

民間企業、地元コミュニティーの知識とアイデア、そ

of issues pertaining to the coastal environment.

して将来への展望の意見交換によってのみ達成できる

Furthermore, the recognition of eminent ecological

ことは間違いありません。

and environmental problems has included the urgency
of restoration, conservation, preservation, as well as
preventive measures. Undoubtedly, this arduous task
can be accomplished only through the exchange of
knowledge and ideas and the perspective of scientists,
government and the private sector, as well as by
local communities.
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Kingdom of Thailand and to EMECS 2003. First of

EMECS2003

The objectives of EMECS 2003 are to provide a

EMECS2003の目的は、環境保護と沿岸海域の保全

common ground for participants to exchange knowledge

といった共通の目標に向けて参加者が知識と将来の展

2

and perspectives for the common goal of environmental

望を意見交換するための共通の土台を提供し、沿岸資

protection and preservation of coastal seas , and

源の持続可能な利用を促進することです。この会議の

開

promote sustainable utilization of coastal resources.

主たるテーマの通り、これらの目標の達成は究極的に

In accordance with the main theme of the conference,

会

the achievement of these goals would ultimately lead

式

to the friendly coexistence between nature and people.

は自然と人々の持続可能で友好的な共生につながるで
しょう。

−Opening Ceremony−

Over the next three days, all participants will have

本日から３日間、参加者は特別セッション、技術セッ

the opportunity to attend several special and technical

ションに出席し、口頭発表を聴き、沿岸域の管理に関

sessions, to listen to oral presentations, as well as

するあらゆる側面に関するディスカッションに参加す

to participate in the discussion concerning all aspects

ることができます。また、いくつかの大変重要なポス

of coastal zone management. You will also have a

ターを見る機会もあり、これらのポスターは会議期間

chance to view some very important posters, which

中掲示されます。

will remain posted for the length of the conference.

国際組織委員会を代表し、これからの数日間が実り

On behalf of the Organizing Committee, I hope
that the next few days will prove to be more or less

あるものであることを希望します。この会議を大成功

fruitful. I would also like to thank all of you for your

に導く皆様の貴重な貢献に感謝いたします。ありがと

very valuable contribution that will make this event

うございました。

a great success. Thank you very much.
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開
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Good morning Dr. Vichit Srisa‑an, representing

チュラポーン・ワライラック王女殿下代理のヴィチッ

Her Royal Highness Princess Chulaporn Walailuk, Dr.

ト・スリサアーン博士、天然資源環境省長官プロドプ

Plodprasop Suraswadi, Permanent Secretary to the

ラソップ・スラサワディー博士、ご列席の皆様、おは

Ministry of Natural Resources and the Environment,

2

ようございます。

Honored Guests.

開

As the Chair of the Board of Directors of the

EMECS2003の主催団体の一つである財団法人国際

会

International EMECS Center, one of the main sponsors

エメックスセンター理事長として、また国際エメック

式

of EMECS 2003, and as the Governor of the Hyogo

スセンターの本拠地である兵庫県知事として、第６回

Prefectural Government, the home of the International

世界閉鎖性海域環境保全会議（EMECS2003）に世界

−Opening Ceremony−

EMECS Center, I am honored to have this opportunity

の多くの国々から代表の方々をお迎えできて光栄です。

to welcome so many delegates from countries around
the world to the 6th International Conference on the
Environmental Management of Enclosed Coastal Seas.
I would like to begin by expressing my deep

まず、1995年１月17日に兵庫県南部を襲った阪神淡

gratitude to the Royal Family, the Thai Government

路大震災の際にタイ国の王室、政府、市民の皆様から

and the citizens of Thailand for their deep concern

いただいた、迅速な医療チームの派遣を含む暖かいご

and generous assistance including the immediate

支援に改めて感謝申し上げます。あれから８年、復興

dispatch of the medical team on the occasion of the

への努力は順調に進んでおります。私たちが本当に助

Great Hanshin Awaji Earthquake that struck southern

けを必要としていたときに手を差し伸べて下さったタ

Hyogo Prefecture on January 17, 1995. In the eight

イ王国に、兵庫県民を代表して深く感謝の意を表しま

years since that time, recovery efforts have made

す。

steady progress. On behalf of the people of Hyogo
Prefecture, I would like to express my deep appreciation
to the Kingdom of Thailand for the help you provided
in our time of need.
The first EMECS conference was held in 1990 in

第１回EMECS会議は1990年に兵庫県神戸市で開か

the city of Kobe, Hyogo, Japan. The second was in

れました。第２回目は米国メリーランド州バルチモア

Baltimore, Maryland, in the USA. The third was in
Stockholm, Sweden; the fourth was in Antalya Turkey.

で、第３回目はスウェーデンのストックホルムで、第

In 2001, the fifth EMECS conference was held once

年に第５回EMECS会議は再び神戸で開かれました。

again in Kobe . Thus the EMECS conference has

このようにEMECS会議は世界中で開催され、閉鎖性

４回目はトルコのアンタルヤで開催されました。2001

traveled around the world, heightening interest in

海域が直面する環境問題への関心を高め、それらの解

the environmental problems facing enclosed coastal

決に大きな刺激を与えてきました。

seas and providing major stimulation to their solution.

第１回EMECS会議では、例えばその美しい群島で

At the time of the first EMECS conference, our

有名な日本の瀬戸内海のような閉鎖性海域をいかに環

major concern was how to preserve the endangered

境破壊から守るかということが我々の大きな関心事で

environment of enclosed coastal seas like the Seto
Inland Sea in Japan, which is famous for the beautiful

ありました。第２回EMECS会議では、沿岸海域の統

archipelago. At the second EMECS conference, the

合管理を行なうためにはどんな行動が必要かというこ

discussion focused on what actions to take in order

とを中心に議論が行なわれました。第３回EMECS会

to achieve effective governance of coastal ocean regions.

議では「川から海へ」というテーマで淡水を通しての

The theme of the third EMECS conference was ,

陸域活動、閉鎖性海域の相互作用について議論が行な

"With Rivers to the Sea," and the discussion dealt

われました。第４回EMECS会議は陸域と海域の相互

with the interaction of land activities and enclosed

作用に焦点を据え、特に沿岸の生態系の保全に重点が

17

EMECS2003

coastal seas through rivers. The fourth EMECS conference

置かれました。前回の第５回EMECS会議であるEMECS

focused on the interaction between land and ocean

2001では、焦点は環境の回復から閉鎖性海域環境の創

2

regions with particular emphasis on the importance

造するための努力の達成へ移りました。会議のテーマ

of preserving coastal ecosystems. At the fifth and

「21世紀の人と自然の共生のための沿岸域管理に
は、

開

most recent EMECS conference, EMECS 2001, the

向けて」でした。閉鎖性海域環境を保全、回復、創造

focus shifted from environmental restoration to achieving
efforts to create enclosed coastal seas environments.

式

The theme of that conference was, "Toward Coastal
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するためには、科学者、政府職員、産業界代表者、一

会

Zone Management that Ensures Coexistence between

ることは明らかです。また、進歩する情報技術の社会

People and Nature in the 21st Century". In order to

的状況を反映する新しい活動を作り出す必要があり、

preserve , restore and create enclosed coastal sea

陸域と海域の統合管理が重要となることも明らかです。

environments it is clear that the participation and

そこで私は、21世紀に将来のリーダーとなる若者たち

cooperation of scientists, government officials, industry

のために環境教育が必要であることを確認したいと思

representatives, private citizens and NGOs will be

います。

般市民、そしてNGOの参加と協力が非常に重要とな

of crucial importance . It is also clear that new

第６回EMECS会議はさらに一歩進め、
「自然と人

activities must be created that reflect the social

々の持続可能で友好的な共生を図るための包括的な責

context of advancing information technology, and the

任ある沿岸域管理」をテーマとしています。沿岸域の

governance of land and ocean regions is crucial .

さらなる開発は持続可能な形で行なわなければならな

And I would like to confirm that environmental education

いことは言うまでもありません。そればかりか、沿岸

is needed for the young people who will be future

域は人と自然が共生する場所であり、人が責任ある態

leaders in the 21st century.
The 6th EMECS conference goes one step further,

度で沿岸域の環境に接することが重要です。このよう

with its theme of "Comprehensive and Responsible

なテーマを持つ第６回EMECS会議が、アジアの中で

Coastal Zone Management for Sustainable and Friendly

今後ますます発展することが期待されているタイ王国

Coexistence between Nature and People". It goes

で本日から開催されることは非常に重要な意味を持ち

without saying that the further development of coastal

ます。

zones must be done in a sustainable manner. Moreover,
coastal zones are places where human beings and
nature coexists and it is important for people to deal
with the environment of coastal zones in a responsible
manner. It is of great significance that with such a
theme the 6th EMECS conference that begins today
is being held in the Kingdom of Thailand, one of
the countries of Asia, a region that is expected to
experience greater and greater growth.
The international port city of Kobe in Hyogo, the

第１回及び第５回EMECS会議の開催地である兵庫

site of the first and the fifth EMECS conferences is

県の国際的港都である神戸市は今、山と海に囲まれた

now a beautiful city with a harmonious landscape an

都会のコミュニティーという、調和のとれた景観を持

urban community nestled between mountains and

つ美しい都市です。しかしほんの１世紀前まで、神戸

sea . But until a little over a century ago , these

市の背骨のように東西に伸びる六甲山として知られる

mountains, known as the Rokko mountains that range

山々は、18世紀には乱伐と山火事により、ほとんど禿

from east to west like a backbone of Kobe city, were

げ山と化していました。その結果、土砂崩れや洪水な

almost completely bared due to excessive deforestation

どによる災害が頻繁に発生し、多くの人命と財産が失

and brush fires in the 18th century. As a result,

われました。ちょうど百年前、六甲山系への植林事業

there were frequent disasters caused by mudslides

が始まり、長期にわたって実施されたこの事業のおか

and flooding, and they caused much loss of life and

げで、今日私たちが見ることのできる緑の山々からな
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property damage. Exactly 100 years ago, efforts to

る自然な景観が再生されました。自然の緑樹も適切な

plant trees on the Rokko mountains began. This effort,

管理がなされない限り神戸の六甲山のような美しい状

conducted over a long period of time, at last resulted

態を維持することはできません。私たちはこの美しい

in the almost natural landscape of green mountains

2

環境に感謝しなければならないし、それを守るために

that we can see today. Unless the natural greenery
is managed in an appropriate manner, it will surely
not be possible to preserve the beauty of Kobe's

努力しなければいけません。これまでのEMECS会議

開

で指摘されてきたように、山と森は沿岸域の環境管理

会

に特に深い関係を持っています。沿岸域の環境に責任

Rokko mountains . We should be grateful for this

を持つことは、破壊された環境を回復し、新しい環境

it. As has been pointed out in the EMECS conferences

を創造していく努力にとって欠くことができません。

held so far, mountains and forests in particular have
a deep connection to the environmental management
of coastal zones. Having a sense of responsibility for
the environmental coastal zone is critical for the effort
to restore ruined environments and create new ones.
This 6th EMECS conference has become a reality

この第６回EMECS会議は、国際組織委員会委員長

thanks to the hard work of Dr. Plodprasop Suraswadi,

である、タイ天然資源環境省長官プロドプラソップ・

Permanent Secretary of the Ministry of Natural

スラサワディ−博士、及び国際組織委員会運営部会長

Resources and Environment of Thailand and the

である、チュランロンコン大学科学部長兼教授のピア

chair of the International Organizing Committee, as

ムサック・メナサウェイド博士、その他多くの方々の

well as Dr. Piamsak Menasveta, Professor and Dean

ご尽力によって実現することができました。この場を

of the Faculty of Science, Chulalongkorn University,

お借りして、そうした方々の努力に感謝申しあげます。

and the chair of the Executive Sub‑Committee, and

そして各国を代表する方々には、この４日間の会議が

many others. I would like to take this opportunity
to thank them for their efforts, and to the delegates

極めて実り多く価値のあるものにしていただくことを

I would like to express my hope that the 4 days of

お願いいたします。

the conference will prove to be a most fruitful and
rewarding EMECS conference.
Thank you very much for your attention.

ご清聴ありがとうございました。
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beautiful environment and we must work to preserve
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タイ王国

開
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Honoured Guests, Distinguished Participants, Ladies

列席の皆様、この度はチュラポーン王女殿下の代理

and Gentlemen . I have the honor to represent

として出席するという栄誉にあずかりました。

Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulaporn

2

on this occasion.

開
タイの継続的な発展は大きな構造的、政治的、社会

structural, political and social changes. Thailand's

的変化を引き起こしています。タイの天然資源は、し

natural resources are exploited and used, often more

ばしば限界を超えて開発、利用されており、疑いなく

than they should be . Without doubt our coastal

私たちの沿岸資源も例外ではありません。特にタイ湾

resources are no exception to this rule. Coastal areas

周辺の沿岸域が産業開発、観光、水産養殖、その他商

particularly around the Gulf of Thailand are used for

業用途のために利用され、残念ながら、こうした開発

industrial development, tourism, aquaculture and other

行為が天然資源の枯渇だけでなく沿岸環境と生態系の

commercial purposes. Unfortunately, such exploitations
oftentimes lead to depleted resources, as well as

悪化にもつながっています。マングローブ林は最も開

degraded coastal environments and ecosystems .

発の進んだ沿岸資源の一つです。

Mangrove forests are among one of the most exploited
coastal resources.

Between 1961 and 1996, Thailand's total mangrove

1961年から1996年の間にタイのマングローブ面積は

area decreased by more than half. By 1993 shrimp

半分以下に減少し、1993年には転用されたマングロー

farming occupied more than 30% of converted mangrove

ブ域の30％以上がエビの養殖池になり、その他70％は

areas. The other 70% of converted areas were used

農業、道路と港の開発、塩田、鉱山に利用されました。

for agriculture, road and port developments, salt

マングローブはまた木材、木炭、建設資材その他の木

farms and mines. Mangroves are also harvested for

製品として伐採されています。マングローブ林は経済

lumbers, charcoals, construction materials and other

的に重要な種を含む様々な海洋生物の餌場、繁殖場、

wood products . Mangrove forests are important
because they serve as feeding, breeding, and nursing

子育て場としても重要であり、その破壊はタイの貴重

grounds for a variety of marine organisms including

な漁業生産を脅かす恐れがあります。さらに、マング

several economically important species. The destruction

ローブ林は内陸部を嵐や高潮、強風から守るとともに、

of mangrove forests potentially threatens Thailand's

海草藻場や沖合の珊瑚礁を陸域で発生する汚染や洪水

valuable fishery production. Furthermore, mangrove

時の流出水から守っています。このように、マングロー

forests protect inland areas from storms, surges and

ブ林の破壊は、マングローブの生態系だけでなく他の

winds while also protecting seagrass beds and offshore

重要な資源にも影響を及ぼします。しかし1987年以来、

coral reefs from land‑based pollution and flood runoff.

タイではマングローブ域の後方または非マングローブ

Thus, the destruction of mangrove forests affects

域のいずれかで、干満差より上で行なうのが最適であ

not only mangrove ecosystems, but other important

る新しいタイプの集約エビ養殖システムを採用してい

coastal resources as well. Since 1987, however ,

ます。これらの養殖システムはエビの水産養殖を目的

Thailand has adopted new types of intensive shrimp

としたマングローブの利用を大幅に減少させています。

culture systems that are best located above the tidal
ranges, either behind mangrove or in non‑mangrove
areas. These culture systems significantly reduce
use of mangroves for shrimp aquaculture.
The Thai Royal Family has recognized the significance

タイ王室はマングローブシステムの重要性を認識し

of the mangrove systems. His Majesty King Bhumibol

ており、ブーミボン・アドゥンヤデート国王陛下は、

Adulyadej constantly remarks on the importance of

国民の生計の源としてのマングローブ林の重要性に常

the mangrove forests as sources of livelihoods for his

々言及しておられます。王立森林部、政府、民間部門
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Thailand's continued development is causing major
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royal subjects. In collaboration with the Royal Forestry

と手を結び、ブーミボン・アドゥンヤデート国王陛下、

Department, the government, and private sectors,

シリキット女王陛下を含むタイ王室のメンバーが、マ

2

members of the Royal Family, including His Majesty

ングローブ林の回復、修復のためのプログラムを支援

King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen

してきました。多くの祝日にタイ王室のメンバーが森

開

Sirikit, have supported programs on the restoration

林再生地に指定された地域でマングローブの植樹を行っ

and rehabilitation of mangrove areas . On many
auspicious occasions members of the Royal Family

式

plant mangroves in areas designated for reforestation.
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ています。こうしたタイ王室の熱意が、マングローブ

会

Such dedications from the Royal Family encourage

ニティーを含むタイ国民の自覚を勇気づけ、促してい

and promote awareness among the Thai subjects, including

ます。

と生活とが切っても切り離せない関係にある地元コミュ

the local communities whose lives are undoubtedly
linked to the mangroves.
Consequently, mangrove reforestation and conservation

このようにマングローブの再生と保護が行なわれた

have resulted in significant increases in mangrove

結果、タイの海岸線に、かなりのマングローブ域が増

areas along Thailand's coastline. Preservation, conservation

えました。沿岸域資源の保全、保護、管理はマングロー

and management of coastal resources are not restricted

ブだけに限定されていません。海草藻場の生息地、湿

to mangroves. Sea grass beds, wetlands, coral reefs,

地帯、珊瑚礁、島もまた重要な沿岸生態系であり、充

and islands are also important coastal ecosystems

分な注意を払う価値のあるものです。

and deserve as much attention.
Recently , several ecologically important coastal

最近、いくつかの生態学的に、重要な沿岸域が国立

areas were designated as national parks , marine

公園、海洋保護地、自然保護区に指定されました。例

reserves and sanctuaries. In the southern province

えば、南にあるチュンポーン県では、湿地帯が国際的

of Chumporn for example , wetlands are under

に重要な湿地帯リストであるラムサールリストへの参

consideration for joining the Ramsar List, which is

加を検討中です。成功する沿岸地方の保護、管理は研

a list of wetlands of international importance. Successful

究者、政府、民間部門、教育者そして地域コミュニティー

conservation and management of coastal regions can

の協力を通してのみ達成されます。沿岸域管理と保護

only be accomplished through collaboration and
cooperation between research scientists, government

に関係する研究のための科学者への資金は予算配分さ

and private sectors, educators as well as the local

れ容易にアクセスできるようにしなければなりません。

communities. Scientists funding for research pertaining

生態系は生物と非生物から成り立っているコミュニティー

to coastal zone management and conservation must

の機能的単位であるから、研究には生態系のすべてを

be allocated and made easily accessible. Since an

含めなければなりません。例えば、沿岸環境における

ecosystem is a functional unit of a com munity

有毒物質の影響を研究する時に、生態系のすべての関

comprised of living and non‑living elements, research

連する構成要素もまた調査されることが不可欠です。

must be inclusive of the whole ecosystem. For instance,

これは、異なった専門的知識を持つ研究者同士の協力

when studying the impact of a toxic substance on the

を通して達成されます。EMECS2003は、研究者、政

coastal environment, it is crucial that all relevant components

府関係者、民間団体、そして最も重要な存在である地

of the ecosystem are also investigated. This is best
achieved through collaboration among researchers

域コミュニティーの相互の見識、知識、経験の意見交

with different expertise. The EMECS 2003 Conference

換を行う最高の機会を提供する場所として機能します。

functions as a venue in providing excellent opportunities
for the exchange of insight, knowledge and past
experience among research scientists, government
personnel, private parties, and most importantly,
local communities.
After the conference you'll have the chance to visit

会議後、皆様は沿岸域管理が成功裡に実践されてい
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several locations that are prime examples of places

る場所の主要な例であるいくつかの地域を訪問する機

where coastal zone management is successfully

会を持つことでしょう。ここでの皆様の時間が意義あ

practiced. I hope your time here will prove most

るものとなることを希望します。

beneficial.

2
開

May I convey to all of you Professor Dr . Her

チュラポーン王女殿下に代わり、会議の成功を祈念

Royal Highness' best wishes for success in the conference.

いたします。今ここに第６回世界閉鎖性海域環境保全

I now declare the 6th International Conference on

会議の開会を宣言します。

式
−Opening Ceremony−

the Environmental Management of Enclosed Coastal

会

Seas open.
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３−１

「東 アジアにおける 持続
可能 な 沿岸域開発 への 挑戦」

Challenges to sustainable coastal development in East Asia

３

東アジア海域環境管理パートナーシップ地域計画局
［PEMSEA: Regional Programme on Partnerships in
Environmental Management for the Seas of East Asia］局長

Regional Programme Director, PEMSEA
Your Royal Highness Princess Chulaporn Walailuk,

チュラポーン・ワライラック王女殿下、スリサアー

Prof. Srisa‑an, Dr. Plodprasop, Prof. Piamsak,

ン教授、プロドプラソップ博士、ピアムサック教授、

Governors, Ladies and Gentlemen. First and foremost,

知事の皆様、ならびにご列席の皆様に、ご挨拶もうし

I would like to thank the organizers for giving me

あげます。まずはじめに、最初の基調講演を行えるこ

this opportunity to give the first keynote address.

の機会を賜りましたことに、主催者の皆様に感謝の意

The title of my talk is, "Challenges to sustainable

を表したいと存じます。私の講演の題目は、
「東アジ

coastal development in East Asia".

アにおける持続可能な沿岸域開発への挑戦」です。

I would like to use the definition of the 1969 Nobel

1969年のノーベル物理学賞受賞者でありますマレイ

prize winner in physics, Prof. Murray's definition,

教授が提唱した「持続性とは、自然の資源ではなく、

"Sustainability means living on nature's income rather

自然の収益に依存して生活することである」という定

than its capital". This definition certainly is built upon

義を用いたいと思います。この定義は明らかに、次の

three major views. That means the achievement of

３つの主な見解に基づくものです。それらは、経済的

economic sustainability, social sustainability and

持続性、社会的持続性、環境的持続性であります。持

environmental sustainability. Sustainable development

続可能な開発は、経済的な発展だけでなく環境管理の

is a widely accepted principle for economic development

目標の実現のためにも広く受け入れられている原則で

as well as attaining the goals of environmental

す。生活水準を改善するにあたっての経済的な成長の

management. While the need for economic growth

必要性は認識されておりますが、その一方では、人間

to improve the standard of living is recognized,

の基本的な生活支持システムが、食糧供給、暮らし、

humans must learn how to live with nature, as their

娯楽・保養、健康、その他多くの恩恵を提供している

basic life support system is inextricably linked with

自然システムとプロセスにと不可分に結びついている

the natural systems and processes that provide food

故に、人間は自然と共存する術を学ばなければなりま

supply, livelihood, recreation, health and many other

せん。故に、持続可能な開発とは、自然資源の管理か

benefits. Sustainable development is, therefore, the

ら生じる最終的な社会経済的便益です。そこで、持続

net socioeconomic benefits arising from the management

可能な開発への主な挑戦とは、自然資源システムの有

of natural capital. Now the key challenge for sustainable

用さ、生み出される製品の量、あるいはそれらが提供

development is not related to the usefulness of the

するサービスの水準にではなく、自然システムの機能

natural resource systems, the quantity of the products

的保全性を損なわないように経済活動を管理し人間の

that are generated, or the level of services they

介入を規制する方法には関連するものなのです。これ

provide, but how to manage economic activities and

は、我々がエコシステム管理と称しているものです。

regulate human interventions so as not to jeopardize

持続可能な開発を成し遂げるには、今現在これらの取

functional integrity of natural systems. This is what

り組みを妨げている障壁に目を向けなければなりません。

we call ecosystem management. In order to achieve
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sustainable development, we must look at the barriers
that at the present moment are impeding on these
efforts.

３
基
調
講
演
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I have highlighted here nine major barriers. First

ここでは、主に９つの障壁を強調することにします。

is the rapid rate of environmental degradation. Second

まず一つは、環境悪化が急速に進んでいるということ。

is the impacts of poverty on natural resource systems,

二つめは、自然資源システムへの貧困の影響、三つめ

and third is the impacts of globalization on consumption
and use patterns, and fourth is the complex relationship

は、消費と使用パターンへのグローバル化の影響、四
つめは、社会的・経済的・政治的・文化的・生態学的

between social, economic , political, cultural and

な諸要因間の複雑な関係、五つめは、複雑さを管理す

ecological factors, and fifth is the difficulties in managing

る上での難しさ、六つめは、世界中のほとんどの国々

complexity, and sixth is inadequacies in policy and
institutional arrangements in most countries in the

での政策と制度上の取り決めにおける不備。七つめは、
複数の主要事例における、地方統治の脆弱さ、八つめ

world. The seventh is in major cases, weaknesses

は、変化への抵抗、そして九つめは、自然システムの

in local governance, and eighth is the resistance to

機能に関する不十分な公共の知識です。

change, and ninth is inadequate public knowledge on

まず、私はここで、これらの障壁について力説した
いと思います。我々は環境悪化について話し合いを続

the functions of natural systems.
Now, first I would like to highlight these barriers.

けてきております。しかし、肝心なのは「何が」悪化

We have been talking about environmental degradation.

してきたのかということではありません。我々が今直

But the point is not what has been degraded. The
point we are facing now is the rapid rate at which

面している問題は、悪化が進んでいる急速なペースと、
このような早いペースに環境管理が立ち遅れていると

degradation has taken place , and environmental

いうことです。このため、環境管理の努力が払われて

management is not fast enough to address that rapid

きたにもかかわらず、我々は、悪化へ対処できず、大

rate. That's why although environmental management

体において、それを止めることができずにいます。そ
こで、いくつかの事例を見ていくことにいたしましょう。

efforts have been made, we are not able to address,

まず最初の事例は、東南アジアの珊瑚礁の38％以上

or in many cases, stop, the degradation. Now let

が危機的状況にあるということ、そしてなんと11％と
いうその多くが崩壊してしまっているというものです。

us look at a few examples.
First and foremost, more than 38% of the coral
reefs in S.E. Asia are in critical condition, and no

80％以上は機能的保全性を失いつつあるという危機に

less than 11% have collapsed. Over 80% are at risk

瀕しており、その危険性が低いとみなされているのは

integrity, and only 12% are

わずかに全体の12％です。こ
の状況に目を向けながらも何

considered low risk. If we

もなされないとしたら、20年

look at the situation and

後に珊瑚礁が崩壊してしまう

nothing is done, then it is
possible that coral reefs will

可能性があります。目下のと
ころ、これが挑戦です。マン

collapse in 20 years. Now

グローブ林については、この

this is the challenge. If you

70年以上の間に、各地域でそ

look at mangroves, over 70
years, 70% of the region's

の70％が失われてしまいまし
た。適切に管理されなければ、

mangroves were lost. If they

このままのペースで行きます

of losing their functional

are not properly managed the current rate of loss

と、この地域のマングローブ林が、2030年までに、根

will result in the removal of all the mangroves from
this region by 2030. The table that you can see below,

こそぎなくなってしまうことになります。下のほうに
示した表には、この地域、特に東南アジア地域のすべ

indicates the amount of coral reef that has been lost

ての国において失われてしまった珊瑚礁の数が示され

in all the countries in this region, particularly in

ておりますが、どの国でも莫大な数字となっているこ

S.E. Asia, every country shows a big loss. And

とが分かります。そしてこの原因の多くが、マングロー
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much of this is due to conversions of the mangrove,

ブ林のエビ池への転換やその他の用途のための転換と
なっております。漁業セクターにおいてさえ、主な海

sector, you find that 75% of the major marine fish

産魚類資源の75％が完全に搾取されているか、完全に

stocks are either fully exploited or completely depleted.
Today, most fish stocks in coastal waters are over

使い尽くされております。今日、沿岸水域に生息する
魚種資源のほとんどは、乱獲されているか、あるいは

exploited or depleted. Inland fisheries resources are

使い尽くされています。内陸部の水産資源は、生息環

under threat from habitat alterations and degradation

境の変化や悪化、そして持続不可能な漁獲慣行から受

and from unsustainable fishing practices.
The management problem here, is that the actions

ける脅威にさらされています。
ここで言う管理上の問題とは、個人あるいは特定分

by individuals or sector‑specific agencies, are not

野に特化した政府機関による活動が、十分ではないこ

sufficient or are not effective enough to arrest this.
This is because we have traditionally been applying

と、即ちこうした問題を阻む上であまり効率的でない
ということです。なぜかと言えば、我々が伝統的に、

a single‑sector approach. We have not been able to

単一セクターへの取り組みを適用してきたからです。

be successful in bringing the various sectors together

これまで、こうした問題に取り組むのに、我々は各セ

to address the issues. So we need to improve a stronger
coastal governance, by strengthening the policy and

クターをまとめるにあたって、成功を収めることがで
きませんでした。このため、我々は、所管官庁の政策

functional integration of the governing agencies.

と職務上の統合体制を強化することにより、より強力
な沿岸統治を改善する必要があります。

Now, poverty is another issue that is affecting the

目下のところ、貧困は、自然資源の使用に影響を与

use of natural resources. Over 278 million people in

えているもう一つの問題となっています。東アジアで

East Asia still live below the poverty line. In China
alone, 213 million people are surviving on one dollar

は２億7,800万人以上の人びとが、未だに貧困ライン
を下回る水準で生活しています。中国だけでも、２億

a day, particularly those people in the inland areas

1,300万人が一日1ドルで生活をしのいでおり、特に内

in the hinterlands. Of the 1.27 billion people in South
Asia, 450 million people are still poor and are living,

陸部の僻地の人びとがそうした生活を送っています。
南アジアの12億７千万の人口のうち、４億5,000万人

most of them, in India.

は、いまでも貧困層であり、その大半はインドで暮ら
しております。

If you look at the reasons for all these impacts on
failures, market failures, policy failures or information

環境に対するこれらすべての影響の理由を考えてみ
ますと、それらは皆、制度上の失敗、市場の失敗、政

failures. This has resulted in the impact of creating

策の失敗、あるいは情報の失敗に起因しています。こ

the environment, they are all due to institutional

resource miscalculations ,

のことは、公害の創出、乱獲、
資源の誤算、資源の配分ミス

resources misallocations and

という影響、そして限られた

the competing use of limited

資源を使用するにあたっての

resources. So what we have
is environmental degradation,

争奪をもたらしてしまいまし
た。その結果、我々が擁して

habitat resource depletion

しまったものが、環境悪化、

a n d als o th e i m p a ct of
climate change. All these

生息地資源の枯渇、さらには
気候変動の影響という有り様

have an impact on ecological

です。これらすべては、この

and social economic conditions

地域の生態学的、社会経済的

pollution, overexploitation,

loss of productive capacity, food adequacies and security

状況に影響をおよぼしています。そして人的資源の喪
失、生産力の喪失に影響し、食糧の適性と安全性も影

are affected, and created flooding and loss of shoreline

響を受けており、洪水、海岸線保護の損失、そして多

protection, and in many cases, loss of the resilience

くの場合、生態系の回復力の喪失をもたらしました。

of the area. It affects the loss of human capital, the

貧困はこうした状況に追い打ちをかけており、さら

of the ecosystems.
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for shrimp ponds and other uses. Even in the fisheries
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Poverty will aggravate the situation and unless
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poverty is addressed, which has been a major issue

に、ヨハネスブルク・サミット（持続可能な開発に関
する世界首脳会議）で提起された重大な問題である貧

raised at the Johannesburg meeting , the World

困に取り組まなければ、貧困という問題はこの地域に

Summit on Sustainable Development, the poverty

依然として蔓延し続けることになります。

issues still prevail in this part of the world.

−Keynote Lectures−

Now, I'd like to show this diagram. What I am

では次に、ここにある図表を発表いたします。私が

trying to highlight is actions on the ground must
address the concerns of the local environment. If

ここで強調したいことは、現場での活動は、地域環境
の懸念事項に目を向けなければならないということで

you look at the present situation, at the local level,

す。現在の状況を、特に貧困地帯、貧しい国々におけ

particularly in the poor areas, the poor countries,

るローカルレベルで見てみますと、人びとは食料につ
いて心配しています。水の供給について心配していま

people are concerned about food. They are concerned
about water supply. They're

す。衛生設備、公衆衛生につ

concerned about sanitation,

いて心配しています。彼らは、

public health. They will take
natural disasters as something

自然災害は天界からやってく
るものと見なしており、甘受

that comes from heaven−

しています。しかしそれ以外

they will accept it. But the
other things are the issue.

の事が問題です。ですから、
国が貧しいと、ほとんどの基

So if the country is poor,

本的な問題は、食糧と水の供

the most basic issues are

給ということになります。我

food and water supply. Only

々が繁栄している時にのみ、
他の問題に対処することがで

when we are prosperous,

きるようになります。

will we be able to address other issues.
concerns, we have been talking about climate change,

一方、現在の全世界的な関心事を考察する場合には、
気候の変動、自然資源の枯渇、境界を越えた公害、生

depletion of natural resources , trans − boundary

物多様性の喪失について論じてきましたが、これらの

pollution, loss of biodiversity−these issues are less

問題は、ローカルレベルではそれほど重大な関心を持

of a concern at a local level. So there is a need to
face reality and that is one of the reasons why many

たれていないのです。このため、現実を直視するとい
う必要が存在し、そのことこそ、国際的な計画の多く

of the international programs have not been able to

が非常に効果的な結果を実現できないでいるという理

achieve very effective results.

On the other hand if you look at the present global

Poverty remains a major obstacle to environmental

由の一つであります。
貧困は、環境管理活動に対する大きな障害となり続

management efforts, and poverty reduction strategies

けており、貧困を減らす戦略は、環境と自然資源の質

need to be accompanied by policies and actions that

と生産性を高める政策と措置をともなう必要がありま

enhance the quality and productivity of the environment
and natural resources. So appropriate strategies are

す。このため、適切な戦略は、統合的な沿岸域管理に
「ア
あるのです。だからこそ、海洋・沿岸域管理は、

enshrined in an integrated coastal management .

ジェンダ21」と「持続可能な開発に関する世界首脳会

That's why coastal ocean management is a very

議（WSSD）
」でこれまで強く勧告されてきた非常に
大切なアプローチなのです。

important approach that has now been strongly
recommended in both the Agenda 21 and the WSSD.
The impact of globalization; we all know the benefits
of globalization. We all have experience in the last

グローバリゼーションの影響。グローバリゼーショ
ンの恩恵については、誰もが知っています。過去20年

20 years, of the impact of globalization, the change

間に、我々は、グローバリゼーションの影響、つまり

of lifestyle. But what has it affected most? Of course,

生活様式の変化を体験してきました。しかし、これは

globalization opens up the markets , but it also

一体何に最も影響を与えたのでしょうか？ 当然のこ
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とながら、グローバリゼーションは、市場を開放して

of people from one place to another. It breaks down

いますが、人の移動にも貢献し、その人の移動から生

the information barriers, and this has increased the

じたものでもあります。また情報障壁を取り崩し、そ

livelihood of people, increased economic opportunities,

のことで、人びとの暮らしぶりが向上し、経済的機会

and it has changed the consumption and use patterns

が拡大し、我々の消費と使用パターンが変わりました。
過去数年間にわたって、ASEANをはじめとする、

３

the realignment of S. E. Asian countries − political

政治的・経済的な再編といった、東南アジア諸国での
再編も見られましたし、最近では、2030年までにAS

and economic realignments, such as ASEAN and

EANコミュニティーの結成を提唱するASEANサミッ

recently, of course, we have seen the ASEAN summit

ト会議がバリで開催されたことも、ご承知のとおりで

基
調
講
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meeting in Bali that advocates forming the ASEAN

す。これらすべての活動は、明らかに市場の開放、グ

community by 2030. Now, all these activities certainly

ローバル化の改善に貢献しているだけでなく、消費パ

contribute to the opening up of markets, improving

ターンと人びとの慣習の変化を理由に自然資源の使用

globalization, and it also has an impact on the use
of natural resources because of changes of consumption

にも影響をおよぼしています。中国、日本、韓国を含
めた経済的再編の一層の拡大化、いわゆるASEAN+3

patterns and the habits of the people. With the further

により、この地域は、経済面でとりわけ重要になるだ

expansion of economic realignmentsto include China,

けでなく、環境に対するその影響も同様に大きいもの

Japan and ROK, or the so‑called ASEAN plus 3,

です。それでは、この地域の経済的発展による影響を

this region will be particularly importantnot only

やわらげるために何ができるのでしょうか？

of people.
Over the last several years, we have also seen

economically, but its impact on the environmentis

私が言いたいことは、持続可能な開発を実現するに

equally strong. So what can we do to soften up this

は、社会経済的、文化的、政治的、生態学的な諸要因

impact of economic development in this region?

間の複雑な関係を忘れてはならないということです。

I'd like to mention , that to achieve sustainable

東アジアの海域は、ご存じのとおり、社会的、文化的

development, we must not forget the complex relationship

に相関関係にあります。皆様が真っ先に思いつくこと

between the social economy, cultural, political and

は、この地域の人の移動、習慣と風習、宗教と文化、
言語と生活様式でしょう。これらはどれも、アジア地

ecological factors. The East Asian sea region, as
you are aware, is socially and culturally interconnected.

域のとても強固な相互関連性を示すものです。
先ほども述べましたが、政治面でも、ASEAN+3に

First you see the population movements in this region,
habits and customs, religion and culture, language

見られるように、この地域の人々は相互に結びついて
おり、生態学的にみても、これもまた堅固に結びつい

and way of life . All these show a very strong
interconnectivity in the Asian region.

ています。具体的には、海流の動き、生物の多種多様
性、主立った生息環境の分布、環境影響を受けやすい

Politically, as I mentioned earlier, they are also
interconnected, the ASEAN plus 3, and if you look
at them ecologically, they are also strongly interconnected:

エリア、そして資源までも共有しているということです。

the movement of ocean currents, the biodiversity,
the distribution of major habitats, sensitive areas
and they even share resources.
I'd like to demonstrate a few of these. In these

このいくつかを実例を挙げながらご紹介いたします。

slides you can see the movements of the ocean currents

これらのスライドを見てお分かりかと思いますが、生
態学的に各地域をより密接に結びつけている海流の動

that bring the regions more together ecologically,
we share quite a number of the species and also the

きがあり、多数の生物種を共有し、かつ多くの資源分
布も共有しています。また、この地域に流れ出ている

distribution of many of the resources. If you also look
at the level of river basins that drain into this region,
you will notice that we have a high level of watershed

河川流域に目をやりますと、東アジアの海域に流れ出
ている流域がかなり広域にわたっていることが分かり

areas that are draining into the seas of East Asia−at

ます…。渤海から、黄海、東シナ海、スールー海、セ

2

least 6.2 million km of watershed from the Bohai

レベス海、インドネシアの海域を含めた南シナ海まで
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contributes to and is brought about by movements
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Sea including Sulu‑Celebes

に流入する流域は少なくとも620万km2にわたってお
り、この広大な流域が14億人

and Indonesian Seas, and

以上の人びとの暮らしに影響

this affects of course, the

を与えていることは言うまで

３

livelihood of more than 1.4

もありません。さらに、東南

billion people. You will also

アジア地域が多種多様な海洋

基
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notice that S.E. Asia region

生物種の中心地であることに

is the center of m arine

もお気づきでしょう。東南ア

biodiversity. And it is very

ジアから離れていくにしたが

interesting as you move

い、種の数が減少し、東南ア

away from S.E. Asia, you

ジアに近づくにつれ、種の数

find the number of species

が増大していくことに目を留

decreases, and as you move

めることも、大変興味深いこ

towards S . E . Asia , the

とです。そこで、東南アジア
海域の生物の多様性を他と比

Sea, the Yellow Sea, East China Sea, South China
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number of species increases.
Now if you compare the

べてみると、グレート・バリ
ア・リーフを上回る多種多様

biodiversity in the seas of
S.E. Asia, you find that it

の生物が生息していることが
分かりますが、グレート・バ

has a larger biodiversity
than the Great Barrier Reef,

リア・リーフはかなり大がか
りかつ精力的に保護されてお

and yet the Great Barrier
Reef is greatly and intensely
protected , it has become

り、世界の特別保護地域の一
つとなったところです。この

one of the world's special

一方でこの地域においては、

protected areas and yet in our region, this has not

こうした特別保護対策さえも講じられていないのです。
生物学的な相関性に加え、この地域は環境危険、即

even been addressed.
In addition to ecological interconnectivity , this

ちリスクも共有しています。なかでも、赤潮、油の流
出、栄養素と汚染物質、侵入生物種が見られますが、

region also shares environmental hazards or risk.
Among these, you have red tides, oil spills, nutrients
and other pollutants that

忘れてならないのは、毎年船舶によって世界中に運び
込まれるバラスト水の中に7,

w e have seen , invasive

000種以上の微生物がいると

species, and do not forget

いうことです。台風、地震、

that we have more than 7,
000 species of microorganisms

砂嵐、そして最近では煙霧も
この地域にはあります。次の、

in the ballast water that is

この事例はこの地域の赤潮の

carried every year by ships

分布を示すものです。これに
は、非常に多い通行量、この

to everywhere in the world.
W e h a v e o u r s h a r e of

地域の石油貨物船の通行量が
示されており、これは言うま

typhoons , earthquakes ,
sandstorms and, recently,

でもなく、油の流出の被害も
受けやすいということでもあ

we also share haze. Now
this example also shows the distribution of red tides

ります。

in this part of the world. It shows the very intensive
traffic, oil cargo traffic in this region and, of course,
it is also vulnerable to oil spill.
The next issue I want to discuss is the difficulty

次に話題にしたい問題は、複雑さを管理する上での
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in managing complexity. We keep on arguing that

難しさです。我々は、政府のこれまでの働きが不十分
であったと議論し続けていますが、裏を返せばこれは

the government has not done enough, or we have
not done enough, but we have not forgotten the fact

我々が大したことをしてこなかったということです。
ただし、我々は海域の管理が非常に複雑な問題である

that to manage the coastal areas is a very complex
issue and this is because too many people are going
after too few natural resources. There are a lot of
uncertainties in determining the ecological carrying
capacity of coastal ecosystems. The failure of existing
governance on natural resources exploitation, government

ことを決して忘れていませんし、その複雑な理由は、
あまりにも多すぎる人びとが少なすぎる自然資源を追

３

い求めていることに起因しているからです。沿岸域生
態系の生態学的環境容量を決定する上で多くの不確定

基
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bureaucracy has not improved despite efforts to
promote good governance . A lack of common ,
institutional , home bases for integrated coastal

する努力をしているにもかかわらず、改善されていま
せん。統合的な沿岸域管理のための共通基盤、制度上

management. This is very important because although

の基盤、出自基盤が欠けているのです。我々は全体的

we have recognized the importance of a holistic

アプローチの重要性と統合的な沿岸域管理の使用を認
識しているのに、統合的な沿岸域管理には、
「どこに

approach, and the use of integrated coastal management,
integrated coastal management has no home base−where

帰属するのか？」という出自基盤がないことから、こ
れは極めて重要なことです。

does it belong?
The next one is the people. They are not well

続いての話題は、人びとです。我々は、それぞれの

informed of the status of their natural heritage and

自然遺産の状態についてあまり多くの情報を知らされ
ておりません。そして各人の暮らしに影響を与えるプ

are not adequately involved in projects that affect
their livelihood. And today, I think that not many
people are very knowledgeable about what natural

ロジェクトに十分関与しておりません。さらに今日で
は、多数の人たちが、自然生息地が何であるか、それ

habitats are, where they are located and how important

らがどこにあるのか、自分たちの将来に対してどれほ

they are for their future.Managing complexity will

ど大切なのかについてさほど深い知識をもっていない
と私は考えています。複雑さの管理には、部分の問題

require a shift in the mind set from seeing the parts
to seeing the whole, from reaching to the present

を見ることから全体の問題を見ることへ、また現在抱
えている個々の問題に対処することから全体的に将来

problems individually to looking at the future collectively,
from seeing people as reactors to involving their

を見据えることへ、また人を単に反発する人として見
ることからそれぞれの参加に関与していく人へという、

participation. This requires a holistic integrated planning
and management approach for addressing multiple

ものの見方の切り替えが必要となります。これには、
多様な用途をめぐる対立に取り組むための全体的に統

use conflicts and efforts to build a common vision
among the stakeholders.
Now I'm showing you some of these efforts that

一された計画や管理アプローチ、利害関係者間での共
通ビジョンの構築に向けた努力が必要です。

are being done in recent years to develop common

ではここで、ローカルレベルで共通ビジョンを策定

visions at the local level.

Now these are some of

するのにこの数年間で成し遂げられた活動の一部を披
露することにします。PEMSEAが実施したいくつか

the activities that PEMSEA has undertaken, and they
have been proven to be effective in mobilizing

の活動がありますが、これらの活動は、いろいろな利
害関係者の参加を動員する上で効果的であることがわ

multi‑stakeholders' participation.
People are increasingly becoming aware that there
are inadequacies in coastal and ocean governance

かありました。
人びとは、海洋・沿岸域統治に不備があることをま

and that if you look at the present situation, there
are two major important things; one is the coastal

すます認識するようになってきており、現況に注目す
ると、二つの重大な点が見られます。一つは、沿岸域

area that has the largest amount of economic activities
that are taking place there, and yet it is an area

で、そこでは最大の経済活動が実践されていながらも、
はなはだしく無視された地域でもあるということです。

that is very much ignored. If you look at the sea

地球上で最大の面積を占めるという観点から最も広大

and the oceans, which is the largest area in terms

な地域である海洋域に着目すると、これもまた大いに
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要素があります。自然資源の乱獲に関する既存の統治
の失敗に関し、政府の官僚組織は、健全な統治を推進
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無視された地域であります。そしてこのふたつの地域

ignored area. And these are the two areas in which

は、より強力な水準の管理を必要としています。こう

we need a stronger level of management. So we

した背後事情により、広範囲に及ぶ国内政策と制度上

need to have an overreaching national policy and

の枠組みを設けることが必要であり、そうした働きが

３

institutional framework ‑ that is required. National

必要とされています。国内政策、立法と制度の取り決

policies, legislation and institutional arrangements are

めは、海域と比べ陸域では自然資源と環境管理に向け

基
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far more advanced for natural resource and environmental

てはるかに進んでおります。陸域と海域の相互作用を

management on the land than on the seas. Policy

利用するための政策の方向性は、直ちに軌道に乗れる

directions to take advantage of the land and sea

ものではなく、さらに官公庁間での対立は、政策不足

interaction are not readily available and inter‑agency

によって悪化することが多々あります。政策と制度上

conflicts are often aggravated by policy deficiencies.

の不足も、中央政府と地方自治体との間で歴然として

Policy and institutional deficiencies are also evident

おり、多くの国々で法的処置は依然として大きな問題

between central and local levels of government, and

となっています。これらは一まとめにして取り組まな

law enforcement in many countries is still a major

ければならない問題の一部です。
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of area coverage on the planet, it is also largely an

problem. These are some of the issues that we have
to collectively address.
Now, of course, one of the ways of getting stronger

当然のことながら、より強力な統治を手中に収める

governance is the implementation, the rectification

一つの方法は、実施、つまりすべての国が同意済みで

and implementation of international instruments that

ある国際的な法律文書の改正と実施です。このスライ

all the countries have agreed upon. This slide shows

ドには、この地域の国別の一部の改正レベルに関する

a record of some of the levels of rectification by the

記録を示しました。見てお分かりのように、改正とい

countries of the region .

う観点からするとそれほど不

You can see that we are

足しているわけではありませ

not really poor in terms of

んが、課題となるのはこれら

rectification, but the challenge

を実施する上で我々がどれほ

is how effective are we in

ど効率的であるかということ

implementing them?

です。

The efficiency in managing

複雑さを管理する上での効

complexity will depend on

率性は、政府機関間、セクター

t h e a bilit y of t h e lo c al

間、多分野の相互連携を必要

authority to coordinate ,

とするプロジェクトや計画を

integrate and execute projects

調整、統合、実行する地方当

and programs that require

局の能力に左右されます。ま

inter‑agency , inter‑sector

たこれには、地方当局が制度、

a n d m u l t i d i s c i p li n a r y

財政、人的資源、知識、技能

cooperation. It requires the

上の障壁を克服することが求

local authority to overcome

められます。さらに、地方自

in stit u tio n al , fin a n cial ,

治体と中央政府間、管轄官公

human resources, knowledge

庁間での政策と管理上の対立

and skill barriers . It also

を調和させる地方当局の能力

requires the ability of local

も必要です。

authorities to harmonize policy

沿岸域と海洋の国内政策の

and management conflicts

欠如、国際協定と合意の実施

between local and central government and between

の不足、不十分な政策と管理の統合化、縦と横両方の、

line agencies.

政策と制度上の対立、不十分な国内での法律制定、脆

The lack of national policy on coasts and oceans,

弱な調整メカニズム、法の施行の難しさは、どれも皆、
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deficiencies in the implementation of international

統治に向けた課題です。これらは、我々が現実的に直

conventions and agreements, inadequate policy and

面しなければならない課題です。

management integration, both vertically and horizontally,
policy and institutional conflicts , inadequacies in
national legislation, weak coordinating mechanisms,

３

difficulties in enforcement−these are all challenges to
the governance. These are challenges that we have
to face realistically.

我々が自覚しなければならないもう一つの問題とは、

to change. Most people do not like to change. The

変化に対する抵抗です。ほとんどの人たちは変化を好

perceptions, the resistance to change, can be measured

みません。変化に対する抵抗という認識は、人びとの

from the perceptions and attitudes of the people,

認識と態度から推し量ることができ、普段から承知し

and as we normally know, most people are not too

ているように、大半の人たちは従来からのアプローチ

proactive to new initiatives versus a conventional

ではない、新しい施策に対してはあまり先取的ではあ

approach. Among the politicians, development will

りません。政治家の間では、開発が優先され保護が後

come first and protection will come later. Among

回しにされております。コミュニティーの間では、自

the community, anything that doesn't happen in my

分たちの裏庭で起こるのでなければ何でもオーケー、

backyard is OK, I don't have to worry. Among the

ということがあります。科学者の間では、管理は私の

scientists, we tend to say that management is not

責務ではないと言い張る傾向があります。民間部門の

my responsibility. Among the private sectors, the

間では、環境保護が政府の責務であるから、自分達の

tendency is for them to say that environmental protection

問題ではないのだと言う傾向があります。過去におい

is the responsibility of the government, so it's not

てはマスメディアとNGOの間に、批判するだけとい

my problem. Among the media and the NGOs in

う傾向が見られました。これらはどれもひっくるめて、

the past, we tend only to criticize. All these are

我々が変化しなければならないという認識です。我々

perceptions that we have to change. Unless we all

一同が集団的に自分達のやり方の認識を変えない限り、

collectively change our perceptions of the way we do

こうした障壁に直面し続けることになるでしょう。

things, we will continue to face these barriers.

民間部門が海岸の管理で非常に精力的な役割を果た

I want to show one example in the Philippines,

している、フィリピンでの一例を挙げたいと思います。

where the private sector is taking a very active role

このバターン州での事例では、民間部門が海岸管理財

in the management of the coast. Here in the case

団を自ら創設し、集団的に海岸管理計画に着手してい

of Bataan, where the private sector formed itself into

ます。バタンガス州でも、企業21社が団結して、バタ

a coastal care foundation and collectively undertake

ンガス湾での統合的な管理アプローチを支援していま

coastal management programs. In Batangas, also,

す。そしてマニラ湾の事例では、戦略と宣言の策定に

21 corporations joined hands to support an integrated

おいて役割を果たしてきている産業界大手数社があり

management approach in the Batangas Bay area,

ます。

and in the case of Manila Bay , there are major

認識を変え、各人が一致協力するよう態度を改める

industries have taken a role in the development of

活動を展開しなければなりません。これは、沿岸域戦

strategies and declarations.

略宣言、利害関係者の協議参加、マスメディアの関与、

We have to develop activities that will change

それらの成功事例を見学する視察旅行といった、他の

perceptions that will bring the people to change their

いくつかの主だった問題に対して実施可能です。

attitude to work together. And this can be done to
several other major issues , like coastal strategy
declarations, stakeholders' consultation participation,
media involvement, and study tours to see their
successful stories of actions.
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Another issue that we have to realize, is the resistance
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Finally I would like to mention the inadequate

最後に、自然システムの機能に関する公衆の知識不
足について述べたいと思います。開発が実際自然環境

public knowledge of the functions of natural systems.
Many times we see that development has actually

に影響をもたらしてきたことは、幾度も目の当たりに
しております。こうした事実は、いつも意図的になさ

caused an impact on the environmental areas. This

３

is not all the time a deliberate attempt, but many
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systems. There is the necessity to involve the scientists,

れたものであるとは限りませんが、その多くは自然シ
ステムに関する知識のなさが原因となっています。科

of these things are due to ignorance of the natural

学者を巻き込み、一般市民や、政策決定者に今何がど
の程度起きているのか説明できるようにする必要があ

to be able to communicate with the public and also
to communicate with the policy makers, some simple

−Keynote Lectures−

ります。例えばこの事例では、マングローブ林がどの
ように自然システムに依存しているのか、炭素がどの

concepts about what is happening, how much, for
example, in this case, how the mangroves are depending
on it, how the carbon has been fixed, and how it

ように固定されてきたか、そしてマングローブが多数
の重要な種のための生育場としてどのように役立って

serves as a nursery ground for many important

いるのか、というようなことです。

species.

次に、意思の伝達に関する問題があります。違うセ
クターの人たちとどのようにして意思の伝達を行うか

Here there is the question of communication. How
do we communicate with different sectors of people?

ということです。フィリピンのボホール海を見ますと、
未開発でありながら保護されている地域が多数あるこ

You can see in the Bohol Sea in the Philippines,
there are so many protected areas that haven't been

とが分かります。ところが、実際にはどこも協調がと
られておらず、さらに（現地

developed . B ut none of
these are actually coordinated,

の人たちは）これほどたくさ
んの保護地域がなぜ必要なの

and（they don't）understand
why they need to have so
m a n y p rote cte d a r e a s .

か分からないでいます。我々
がどのような行動をとれるか

There is a need to really

実際に検証してみる必要があ

look into how we can take

ります。

actions.
Now what I would like to

さて、ここで私が主張した

show here is to summarize

いことは、我々の行動を要約
するということです。我々は

our actions . We need to
manage the coastal resource system. Many of our

沿岸資源システムを管理する必要があります。我々の
多くの沿岸域では、統合化された全体的な管理アプロー

coastal areas require an integrated holistic management
approach. Secondly, our rivers and our coastal seas
need to be addressed in a holistic area. We cannot

チが求められています。二番目に、河川と沿岸海域は、
全体的な地域という枠内で取り組まれる必要がありま

simply address the coastal seas without looking into

す。河川流域の影響を調査せずに、沿岸海域に取り組

the impact of the river basins.

むことは断じてできません。
また、南シナ海、スールー海、セレベス海、黄海と

Also there is the need to look into the management
of large marine ecosystems−the South China Sea,
the Sulu−Celebes Sea, the Yellow Sea ‑ these large

いった、大規模な海洋生態系の管理を調査する必要が
あります…。これらの大規模な海洋生態系には特別な

marine ecosystems require special attention.

注意を払う必要があります。

I'd just like to show you one of the actions that

PEMSEAが過去に実施した活動の一つ、厦門（シ
アメン）で10年前に実施された沿岸域管理プロジェク

has been taken by PEMSEA before, an example of
a coastal management project that was undertaken
10 years ago that occurred in Xiamen and among

トの事例をご紹介したいと思います。多数の活動のな
かでも、この活動は、Yuandang 礁湖の問題に向け

many of the activities, this activity indicates a collective

られた総力を指し示しています。ご覧のとおり、汚染

effort in addressing the problem in the Yuandang

されており、その周囲に高層ビルを建設した時でさえ
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Lagoon , which was , as you see , very polluted ,

悪臭のためにこの場所を誰も使おうとしなかったので

even when they built the

す。これは極めて代表的な事

high‑rise buildings around

例です。

there, because of the smell

では次に、この地域を根本

of this area nobody wanted

的に清掃するために払われた

to use this place . This is

努力についてお話したいと思

a very typical example.

います。私が明らかにしたい
ことは、これが実現可能なこ
とだということです。十分な

made to basically clean this

努力を払えば、環境を変えら

up . What I am trying to

れるということです。これは

show you is that this is

コンピュータで加工した画像

possible. If we put in enough

ではありません。厦門地域の

effort, we can change the

本当の姿です。ご覧のとおり、

environment. This is not a

以前に被害を受けていたこの

computerized picture. It's

地域全体が、今ではすっかり

the real state in the Xiamen

と生まれ変わり、非常に高度

area, and you can see that

な社会的恩恵を享受している

the whole area that is affected

のです。なぜならば、この礁

b efore h as n o w b ee n

湖の周りの陸地が、この変化

converted , and the social

が創り出している経済的恩恵

benefit is very high, because

により30倍あるいは40倍の成

the land around this lagoon

長を遂げたからです。この環

now has grown up 30 or 40 times because of the

境変化は、この地から消えてしまっていた白サギをは

economic benefit it is creating. It also contributes to

じめとした、多数の生物種が返ってきたことに貢献し

the return of many of the species, like the egret

ており、今では白イルカが海峡に帰ってきていたり、

that has been disappearing, the white dolphin that

有史以前の種であるナメクジウオの保護までもが実現

is now coming back to the channels , even the

可能となっています。

prehistoric species, the amphioxus, are able to be

私が提起しようとしているポイントは、管理は変化

protected.

をもたらすことができるということ。また、管理は総

The point I am trying to raise is, management

合的な統合化アプローチも検討せずにマリーン税だけ

can bring about a change, and it can also create protection

を課すよりも、よほど効果的な保護対策を創出するこ

more effectively than just doing marine tax alone,

とができるということです。

without looking into an overall integrated approach.
Finally, I'd like to introduce to you the countries
in the East Asian sea region. These 12 countries

終わりにあたって、東南アジア海域の国々について
ご紹介したいと思います。これら12ヵ国は、目下のと

have now got together to develop what we call A

ころ、一致団結して、
「東アジア海域のための持続可

Sustainable Development Strategy for the Seas of

能な開発戦略」と我々が呼んでいるものの策定に取り

East Asia. These efforts are built upon a common

組んでおります。これらの活動は、主要問題に関する

vision and understanding of the major problems. It

共通ビジョンと理解を土台とするものです。これまで

has developed six strategies, 20 action objectives

に、６つの戦略、20の活動目標、228の行動計画を策

and with 228 action programs. It has gone through

定してきました。３年間にわたる協議を経て、マレー

three years of consultations and is expected to be

シアのプトラジャワ会議において来月是認される見込

endorsed next month in the Putrajaya meeting in

みです。

Malaysia.

この戦略は、利害関係者の共通ビジョンに基づくも

The strategy is built upon a common vision of the

のであり、種々の持続可能な開発課題に取り組むため
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Now I want to show you
the effort that has been
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stakeholders , provides a policy and management

の政策と管理基盤を提供し、地域的な協力と連繋のた
めの連繋的体制を創出するも

platfor m for ad dressin g
v a rio u s s u stain a ble

のであるほか、生態系を基盤
とするものであり、さらに海

development challenges ,

３
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cooperation and collaboration,

岸と海洋に関連する「持続可
能な開発に関する世界首脳会

fra m e w ork for re gio n al

議」の重大な問題点に対処し、
持続、保護、保全、開発、実

and it is ecosystem based,
and addresses the major

−Keynote Lectures−

施に向けた全体的なアプロー
チと人びとの意思疎通を確実

c o n c e r n s of t h e W o rld
S u m m it o f S u st ai n a ble

にするという、６つの戦略を
掲げております。

Development related to the
coast and ocean, and it has
six strategies that ensure a holistic approach to
sustain, protect, conserve, develop and implement,
and communicate with the people.
And finally, this action is the first effort in which

最後になりましたが、この活動は、地域が「持続可
能な開発に関する世界首脳会議」の地域的な実践をこ

the region is able to demonstrate regional implementation
of the World Summit of Sustainable Development.

の地域が実証することができる最初の活動であります。
詳しいことにつきましては、PEMSEAのウェブサイ

There is more information in the PEMSEA web site.
I'd like to take this opportunity to thank you for listening

トをご覧ください。この場をお借りして、ご清聴いた
だきましたことに感謝いたします。どうもありがとう

to this talk. Thank you very much.

ございました。
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「海洋環境への脅威とEMECS」

Threats to the Marine Environment and EMECS

３
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茅 陽 一 会 長
Dr. Yoichi Kaya
President, International EMECS Center

議長、どうもありがとうございます。ご来賓の皆様、
そしてご列席の皆様。この場に臨んだこと、そしてこ

to be here and to make one of the keynote speeches

れら基調講演の一環を行えますことは、私にとりまし

to you. But first of all, on behalf of the International

て誠に光栄です。それはさておき、まずはじめに、国

EMECS Center, I would like to express my sincere

際エメックスセンターを代表して、この会議をご成功

thanks to the organizers, who have made this confer‑

に導かれた主催者の皆様に心より感謝の意を表したい

ence such a success.

と思います。

Today, I would like to talk about two topics. The

本日、私は二つの話題についてお話いたします。一

first is the history of EMECS in connection to the

つ目は、日本における環境の歴史に関連したエメック

environmental history of Japan. The second is the

スの歴史です。二つ目は、気候変動の脅威、特に海洋

threat of climate change, particularly to the marine

環境への脅威です。

environment.
Let me start with quite a brief history of Japan in

では、環境の視点から日本の歴史について手短に話

terms of the environment . As you know , Japan

を始めることにいたします。ご承知のとおり、日本は

suffered very badly from the Second World War in

1945年の第二次世界大戦終戦から大変苦しい経験をし

1945, but around 1950, triggered by the Korean

ましたが、1950年頃には、朝鮮戦争が引き金となり、

War, Japan started to make quite rapid economic

日本はおよそ20年来にわたり急速な経済成長を遂げ始

growth for almost 20 years. The growth rate of
GDP at that time was more than 9% per year, so

めました。当時のGDP年間成長率は優に９％を越え
たため、1970年頃のGDPは1950年のGDPに比べほぼ

GDP around 1970 was almost seven times larger than

７倍となりました。この意味で、日本は経済的な繁栄

the GDP in 1950. In that sense , Japan enjoyed

を享受しましたが、その一方では、こうした急成長は

prosperity in economy, but on the other hand such

いわゆる環境悪化という副作用をもたらしてしまいま

rapid growth brought another kind of side effect,

した。

namely, environmental degradation.

この一つの典型例は、水俣病に代表される重金属公

One typical example is heavy metal pollution ,

害であります。水俣は、化学産業が集結している地域

represented by the Minamata disease. Minamata is

である日本の南西部に位置しております。化学産業界

located in the southern part of Japan where chemical

から出る水銀の排出により、水銀が魚の体内に蓄積さ

industry is located. Due to emission of mercury from

れ、その結果そうした魚を食べた人たちが水銀（中毒）

that industry, mercury was accumulated in fish and

に苦しめられることとなったのです。これがかの有名

then people who ate these fish suffered from mercury

な水俣病です。この病気は1955年頃に発見されました。

（poisoning）. This is the famous Minamata disease.

その後、大気汚染が出現しました。東京に隣接する川

This disease was discovered around 1955. After that

崎市、名古屋南部にある四日市などの工業都市では、
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air pollution emerged. In many industrial cities such

工場から硫黄酸化物（SOx）や塵埃が排出され、それ

as Kawasaki, next to Tokyo, and also Yokkaiichi

が原因で住民は喘息などの呼吸器系疾患を患うことに

located south of Nagoya, industries emitted a lot of

なりました。こうした類の環境劣化により、日本政府

SOx and dust, and due to that we suffered from

は環境庁を創設することになりました。1971年のこと

３

respiratory diseases such as asthma and so on. These

です。

kinds of environmental degradation promoted the

環境庁創設後、直ちに、日本政府は大気汚染や重金

基
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government of Japan to establish the Environmental

属公害に関して極めて厳格な環境政策の導入に踏み切

Agency. This Environmental Agency was established

りました。この典型例は、自動車から排出される窒素

in 1971.

酸化物（NOx）規制です。当時の例を挙げますと、

−Keynote Lectures−

Right after the establishment of the Environmental

小型ガソリン・エンジンを搭載した自動車に５年間で

Agency , they tried to introduce quite a strict

窒素酸化物の排出レベルを1972年当時の６％のレベル

environmental policy about air pollution and heavy

にまで削減することを求める法律を、政府が導入した

metal pollution. A typical example is NOx regulation

ということがあります。これは非常に厳しく、野心的

of automobiles . At that time , for example , the

な規制でしたが、実際のところ成功を遂げました。こ

government introduced a law in which small gasoline

れらの種類の規制は、様々な産業界で設けられており

engine automobiles were required

to reduce their

ます。窒素酸化物だけに限らず、各種の重金属やその

NOx emission to 6% of the level of 1972 in 5 years.

他の汚染物質に対してもです。こうして日本の産業界

This was quite a strict, ambitious regulation, but it

は以前よりも強力なものになりましたが、その理由は

actually succeeded. These kinds of regulations are

各々独自の努力によりこうした障壁を克服する多大な

made in various kinds of industries. Not only in

努力を払ったからです。これは一種の日本におけるテ

NOx but also in various kinds of heavy metals and

クノロジーの勝利であります。

other kinds of pollutants. It made Japanese industry
stronger than before, because they made a lot of
effort to overcome such kind of barriers by their
own efforts. It was a kind of victory of technology
in Japan.
And the same kind of situation was true also in

そして同じような状況が、海洋環境にも当てはまり

the marine environment . In the 1960 s when we

ました。経済の高度成長期であった1960年代に、閉鎖

experienced a quite rapid growth in the economy,

性海洋環境の富栄養化が出現したのです。ご承知のと

eutrophication of enclosed marine environments

おり、日本には、東京湾、名古屋湾、洞海湾などの閉

announced themselves. As you know, Japan has a

鎖性海域がたくさんあり、どれも人口密度が非常に高

lot of enclosed marine coastal areas such as Tokyo

いところです。瀬戸内海も、この典型例です。こうし

Bay, Nagoya Bay, Dokai Bay and so on, which are

た閉鎖性海洋環境の富栄養化は、人間社会と産業活動

quite densely populated . The Seto Inland Sea is

による汚染に起因して発生します。

another typical example .

そこで、日本政府、そして

The eutrophication of such

瀬戸内海周辺地域の地方自治

enclosed marine environments

体も、1970年代に新しい環境

occurs due to pollution by

規制を導入することを決定し

hu m an society an d also

ました。これは状況がどのよ

industrial activities.

うに悪化したのかを示すほん

And so, the government

の 一例 にすぎません 。 ここ

of Ja p a n a n d also local

（スライド）には、1951年か

governments surrounding

ら1975年までの瀬戸内海の赤

the Seto Inland Sea decided

潮の推移が示されております。

to introduce new environmental

当初は、赤潮はまったく見ら

regulationsin the 1970 s .

れませんでしたが、1960年代
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This is just an example of how the situation deteriorated.

から、どんどん増えています。そしてここに赤で示し

This （slide） shows red tides in the Seto Inland Sea

ていますが、被害も増加しました。そこで、こうした

from 1951 to 1975. At the beginning we didn't have

赤潮対策に向け、兵庫県をはじめとした瀬戸内海周辺

any red tides but from the 1960s, it increases more

地域の地方自治体が、先の法律の導入を決定したので

and more. And also the damage, shown by the red

した。この規制の基本的な方向とは、次のとおりです。

one here, also increased. So due to these red tides,

この海域に接する府県のそれぞれの知事、ご存知のと

local governments surrounding the Seto Inland Sea,

おり、瀬戸内海は日本の中央に位置し、この海には６

including Hyogo Prefecture, decided to introduce such

つか７つ以上の府県が面しておりますが、これら各府

laws.

県の知事は、それぞれの接する海域の環境保護のため
に基本的な計画を設けるべきだということなのです。

of neighboring prefectures− as you know the Seto

これがこの規制の基本的方向です。この法規のもと

Inland Sea is located right in the middle of Japan

で、多数の規制が実行されてきています。そのうちの

and it has more than 6 or 7 prefectures facing this

一つは、言うまでもなく、新設された施設に対する厳

sea−each governor of these neighboring prefectures

格な汚染物質排出規制です。1970年代が過ぎ去った後

should make a basic plan for the environmental

でさえ、瀬戸内海周辺では新しい設備の開発や活動が

conservation of the part of the Seto Inland Sea neighboring

数多くなされていることから、政府は汚染物質に対す

his prefecture. That is the basic direction of this law.

る厳格な規制の導入を決定したわけです。また当然の

U nder this la w , m any regulations have been

ことながら 、地域全体 におよぶ 化学的酸素要求量

implemented. One is, of course, strict regulation of

（COD） や そ の 他 に 対 す る 総 量 規 制 も 設 け ら

pollutants emissions, of newly constructed facilities.

れました。

Even after the 1970s, we have a lot of newly developed
facilities and activities around the Seto Inland Sea,
so the government decided to introduce strict regulations
on pollutants. And, of course, also regulationson
area‑wide total COD, and others.
If you look at these pictures, you can see what

これらの図を見ますと、瀬戸内海周辺において1970

kind of strict regulations we made in the 1970s around

年代に設けた厳格な規制がどのようなものかお分かり

the Seto Inland Sea. Because of this, after 1975,

かと思います。このため、1975年以降、赤潮の発生数

the number of red tides, as

だけでなく、赤潮に起因する

well as damage caused by

損害も、このように減少しま

red tides , decreased like

した。これは、海洋環境で我

this. This is another victory

々が成し遂げたもう一つの勝

we m ade in the m arine

利です。しかしながら、1990

environ ment . However ,

年以降は、残念なことに現状

after 1990, unfortunately I

をお示しする国を持ってこな

d o n't h a v e a n y pict u r e

かったのですけれども、1990

showing the situation now,

年以降、この状況、即ち赤潮

but I can say that after 1990,

発生数はだいたい標準化し、

t h e sit u a tio n , o r t h e

ほぼ一定になってしまいまし

number of red tides is almost
standard, almost constant.

た。現在この地域から赤潮発
It is quite difficult to

生件数を減少させることは極めて困難です。ですから、

reduce the number of red tides from today's area.

我々は今から、より良い環境へ向けより一層努力しな

So we have to make greater efforts for a better

ければなりません。加えて、1980年代頃、瀬戸内海周

environment from now on. Also, around the 1980s,

辺で大規模な開発計画とプロジェクトが多数実施され

we had a lot of large‑scale development plans and

ました。その一例は、関西国際空港プロジェクトです。

projects around the Seto Inland Sea area . One

ご存じのとおり、関西国際空港はすでに開港しており
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example is the Kansai Airport project. As you know,

ますが、まだまだ成長を続けているので、そうした新

Kansai Airport is already open, but it is still growing

しい開発計画が環境におよぼす影響について心配しな

and we have to worry about the impact of such new

ければなりません。これ（スライド）は、損害を示す

development plans have on the environment.

ものです。

This

（slide）just shows the damage.

−Keynote Lectures−

So this is the situation surrounding Japan, and also

これが日本を取り巻く状況であり、我が国の海洋環

the marine environment of our country and now I

境であることに鑑み、このような状況とエメックスと

would like to say something about this situation and

の関係について発言したいと思います。約1ヵ月前、

its relation to EMECS. Almost a month ago, I met

前兵庫県知事である貝原氏と、ここに同席しておられ

Mr. Kaihara, who is the former governor of Hyogo

る後任者で現知事の井戸氏にお会いしました。貝原氏

Prefecture, and Mr. Ido, who is here, is his successor.

とはエメックスについて有意義な話をし、氏が語った

I had a good talk with Mr. Kaihara about EMECS

ところによれば、1990年頃、アメリカ合衆国からやっ

and according to what he said , around 1990, he

て来た人たちと会談し、環境問題について話し合った

met people from the USA and discussed environmental

そうです。一行のほとんどは、メリーランド州のチェ

matters . They were mostly governors around

サピーク湾周辺の知事たちでした。貝原氏は、そこで

Chesapeake Bay, in Maryland. He found that their

アメリカ側の状況が瀬戸内海の状況に酷似しているこ

situation was quite similar to the Seto Inland Sea.
Stimulated by those discussions, he decided to sponsor

とに気づきました。そしてこの話し合いに触発され、
1990年に一連のエメックス会議を後援することを決め

the EMECS Conference series in 1990. This is just

たそうです。これは、一連のエメックス会議のリスト

a list of the EMECS Conference series and the speakers

で、先ほどのセッションの講演者がこのことについて

in the previous sessions mentioned this, so I don't
want to repeat it once again. Anyway, this is the

述べておられますので、あえて繰り返しません。とに
かく、これは第６回目の会議であり、今回は400人以

6th Conference, and I heard that this time the number

上の参加者があったと聞いております。大成功です。

of participants is more than four hundred It's been

今ここで、この会議の成功をお祝いいたします。

quite successful. I celebrate this successful conference
now.
Let me turn to another topic−the threat of global

では、別の話題に移ることにしましょう。それは地

warming. I have been connected with the matter of

球温暖化の脅威です。私は、ほぼ30年来にわたり、地

global warming and the technologies for mitigating

球温暖化という問題と地球温暖化緩和のための科学技

global warming for almost 30 years, so in that sense

術にかかわってきました。ですからその意味で、この

I have been very concerned with this.

I'm quite

ことを非常に懸念しております。この地球温暖化が海

sure this global warming has another kind of quite

洋環境に極めて深刻な別種の影響をもたらすと、私は

serious impact on the marine environment. As you

確信しております。ご承知のように、20世紀の初頭か

th

know, from the beginning of the 20 Century, the

ら、地球の平均表面温度は約摂氏0.6度上昇してしま

average surface temperature of the globe had gone

いました。このような事情により、全世界で大勢の方

o

up by about 0.6 Celsius. Because of this, a lot of

々が、1992年に締結されたFCCC（気候変動枠組条約）
やその後の1997年に京都で制定された京都議定書など、

people on the globe decided to introduce some kind
of regulations such as the FCCC, in other words,

何らかの規制を導入することを決定しました。IPCC
報告によりますと、IPCCについては皆様よくご存じ

the Framework Convention on Climate Change ,
established in 1992, followed by the Kyoto protocol
signed in 1997 in Kyoto . According to the IPCC

かと思いますので詳しい説明は省きますが、その最新
報告によると、21世紀中に起こり得る温度上昇は摂氏

report, I'm quite sure you know the IPCC quite well

1.4度から5.8度で、海面上昇も９cmから88cmとのこ

so I don't want to explain it in detail, but according

とです。この数値の幅が大きいのは、経済成長の変化

to its most recent report, the possible temperature

の可能性と科学的不確定要素に起因するものです。し

st

rise in the 21 Century will be between 1.4 and

かし、こうした不確定要素はありますが、今世紀の終
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5.8o Celsius, and the possible sea rise is ９cm to 88
cm . This band is quite large , both due to the

わりまでに大きな気候変動と海面変動を目の当たりに
するものと我々は確信しており、このことは自然そし

possibility in the change in economic growth and also

て人類にも極めて深刻な影響をおよぼすかもしれません。

scientific uncertainties .

But in spite of these

uncertainties we are quite sure that by the end of

３

this century, we will see a lot of changes both in
climate and sea level, so this might have quite a
serious impact on nature and also mankind.

このような影響を示す代表例を二つご紹介したいと

kind of impact now. One is a breakdown of thermohaline
circulation in the ocean. As you know, in the oceans

思います。一つは、海洋における熱塩循環の崩壊です。
ご存じのとおり、世界の海洋、即ち大西洋、インド洋、

of this world −the Atlantic Ocean, Indian Ocean,

太平洋には、比重の差異に基づく海水の熱塩循環と呼

Pacific Ocean,−we have the so‑called thermohaline

ばれるものがあります。大西洋で、北に向かってから
深度約１kmの海中へと沈み込み、それからまた南へ

circulation of water based upon the difference of
relative weight. In the Atlantic Ocean, it goes up to

戻り、インド洋と太平洋へと向かい、また戻ってきま
す。このような大規模な流れにより、海洋の気候を決

the north and sinks down to a depth of about 1km
and then comes back to the south and goes to the

定づける一種の海流が形成されます。地球温暖化が今
後継続するとなると、このような熱塩循環に対して何

Indian Ocean and the Pacific Ocean and comes back.
T h i s k i n d o f l a r g e fl o w f o r m s a k i n d o f

が起こるのでしょうか？ この問題は、約20年前に京
都大学の山本教授が最初に提起したものです。今日で

climate‑determining stream of the ocean. If we have
global warming from now on, what will happen to
this kind of thermohaline circulation? This question

は、ほとんどの気象学者が、熱塩循環が地球温暖化の
ために何らかの形で正常に機能しなくなるおそれがあ

was raised first by Prof . Yamamoto of Kyoto

るということに同意しています。そのメカニズムはこ

University almost 20 years

こに示したとおりです。ここ
で、北大西洋で温度が上がり、

ago. Nowadays, almost
all climatologists agreed

それから北極地方を覆う氷そ
して雪も解け、次いで北大西

that somehow thermohaline
circulation may breakdown

洋の雨量が多くなると仮定し
てみてください。こうなると、

due to global warming .
The mechanism is shown

海洋の表層の重さが前よりも
軽くなるのです。すると、海

here. So, suppose that,
w e h a v e s o m e risin g
temperature in the N .

水（この表層）の沈み込もう
とするドライビングフォース

Atlantic Ocean, then the

が失われることになります。

ice up in the Arctic area,

最終的に、熱塩循環の崩壊に
至ります。この因果関係は、1997年にストッカー教授

and also snow, will melt, and then we will have
more rainfall in the N . Atlantic ocean . This will

等によって証明されました。しかし、この変化の後、
どのようなことが起こるのでしょうか？

make the surface water of the ocean lighter than
before. Then the driving force of water to sink（this

この崩壊の極めて深刻な結果の一つは、これです
（このスライド）
。現在、ヨーロッパはとても暖かな

surface water） will be lost . Finally we'll have a
breakdown of thermohaline circulation. This causal

気候となっております。ヨーロッパが高緯度に位置し
ているにもかかわらずどうして暖かいのかという理由

relationship was proven by Professor Stocker and
others in 1997. However what kind of things will

は、南からやって来るとても暖かな空気から恩恵を受
けているからです。言いかえれば、熱塩循環が南から

happen after this change?
One of the quite serious consequences of this
breakdown is here （in this slide）.

北へ非常に暖かな空気を運び、それから大西洋の西風

We have quite

により、高緯度にあるにもかかわらずヨーロッパに暖
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a warm Europe here now. The reason why Europe

かい空気が流れ込んでいるというわけです。このため、
ヨーロッパは、非常に快適で

location in high latitudes, is

暖かな気候を享受しておりま

that it benefits from quite

す。皆様ご存知のとおり、例

３

warm air from the south.

えば、ミュンヘンは、温度が

In other words, thermohaline

かなり低い札幌やミルウォー

基
調
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circulation brings quite warm

キーと同じ緯度に位置してい

air from the south to the

ますが、それでも、ミュンヘ

north, and then due to west

ンは非常に快適な都市です。

winds in the Atlantic ocean,

以上が、ヨーロッパがいかに

Europe can get quite warm

して暖かな気候を享受してい

−Keynote Lectures−

is w ar m in s pite of its

air in spite of its high latitude.

るかを示す典型例です。ただ

Because of that, Europe enjoys quite a comfortable,

し、このような暖かい気候が終焉してしまった場合、

warm climate. As you know, for example, Munich

熱塩循環が崩れ去ってしまった場合、南からヨーロッ

is located on the same latitude as Sapporo and

パへのエネルギーの流入、暖かな空気の流入がなくなっ

Milwaukee, where the temperature is quite low .

てしまうとどうなるのでしょうか？ そうすると、ヨー

But Munich is quite a comfortable city . This is a

ロッパがもっともっと寒くなってしまうでしょう。地

typical example of how Europe enjoys a warm climate.

球温暖化の結果としてヨーロッパが寒冷化してしまう

But if this kind of warm climate is stopped, if we

かもしれないということは、非常に皮肉なことですが、

have a breakdown of thermohaline circulation, no

これは現時点での、大半の気象学者の結論なのです。

energy no warm air input comes from the south to
Europe? Then we will have a much, much colder
Europe. It is a quite ironic that Europe may become
quite cold due to global warming, but this is the
conclusion of most climatologists at this moment.
This is one of the pictures that Professor Stocker

これは、ストッカー教授が算出した図表の一つで、

calculated, the vertical axis represents the rate of

縦軸は二酸化炭素（CO2）の増加率、つまり空気中の

increase in CO2, in other words, the speed of increase

二酸化炭素の増加速度を示すものであります。横軸は

in carbon dioxide in the air. The quadrature axis

二酸化炭素の増加に対する温度変化を示します。別の

represents sensitivity of temperature change to an

見方をすれば、二酸化炭素が倍増したと仮定した場合、

increase in carbon dioxide. In other words, suppose

温度にどのようなことが起きるのか？ ということで

that we have a doubling of carbon dioxide, what kind
of temperature will happen? If you look, for example,

す。例えば、この横軸の最後、４となっているところ
を見てください。これは、二酸化炭素が前回の約2倍

at the end of this quadrature axis , it says 4, so

増えたとすると、温度は4度上昇することになります。

suppose that carbon dioxide increases

これらのパラメータはまだかなり

almost two times the previous

不明確ですが、ストッカー教授に

amount , then , in that case the

よれば、これが最も可能性の高い

temperature will increase by 4

値とのことです。
（スライドを示

degrees . These parameters are

しながら）
。ついでに、これらに

still quite uncertain, and according

ついても説明しなければなりませ

to Professor Stocker, he believes

ん。これらは、空気中の二酸化炭

this is the most probable value

素濃度です。例えば、これは空気

here （pointing at slide）. Also, I

中で体積 にして50ppmです。 こ

have to explain these. These are

の量は、おそらくは、21世紀の終

carbon dioxide concentrations in the air. For example,

わり頃に現実となるかもしれないものです。その時に

this is 50ppm in volume in the air. So this amount

は、熱塩循環がほぼ突然に崩れ去り、二度と元に戻る
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may be reached, probably, around the end of the

ことはないでしょう。以上が、気象学者がたどり着い
た結論です。我々はこのことについて非常に心配して

21st Century. At that time the thermohaline circulation
will breakdown almost all of a sudden and will never

おります。これは、熱塩循環の影響がどれほど深刻な
ものかを物語る一例です。ただし、熱塩循環の崩壊は、

come back. That is the conclusion the climatologists
made. We are very concerned about this. This is
an example of how serious the impact of thermohaline
circulation is . But probably the breakdown of
thermohaline circulation may have some other serious

他の海洋環境に別の何らかの深刻な影響をもたらすお
それがあると、私は確信しております。この影響につ

３

いて詳しくお話する時間はありませんが、熱塩循環の
崩壊について我々は大いに警戒すべきです。
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impact on other marine environments and I'm quite
details of this kind of impact, we should be very
cautious about the breakdown of thermohaline
circulation.
The next example is the famous sea level rise due

次の事例は、おなじみの地球温暖化に起因する海水

to global warming. Again, there have been many

面上昇です。ここでも、海水面が将来どれくらい上昇
するのかについてたくさんの論議がなされてきました。

discussions about how much sea level rise will appear
in the future. Again, there are a lot of uncertainties.

この場合も先と同様に、たくさんの不確定要素がみら
れます。しかし、最も高い海水

However , if we experience
the highest sea level rise, its
impact might be quite large.

面上昇を経験するとなると、そ
の影響は計り知れません。約2

According to IPCC's third

年 前 の 2001 年 に 発 行 さ れ た

report published in 2001,

IPCCの第３回報告書には、主

almost two years ago, it says,

な影響が、海岸浸食、一次生産

principle impacts may increase

プロセスの抑圧、より広範な海

coastal erosion, inhibition of

岸氾濫、高潮による洪水などで

primary production processes,

あると述べられております。沿

m o r e e x te n siv e c o a stal

岸環境には多種多様な影響がお

inundation, high storm surge flooding and so on.

よぶことになるでしょう。ここにまた同席されました

There will be many kinds of impact on the coastal

三村教授と、海水面上昇にかかわるIPCCの他の協力

environment. Thanks to Professor Mimura who is

者のご尽力により、様々な国において考えられる海面

here now again, and to other IPCC collaborators in

上昇の影響に関するとても大きな表が作成されました。

sea level rise, they made quite a large table of the

これは、1995年のIPCC第２回報告書からの抜粋です。
この表からは、約１メートルの

possible impact of sea level
rise in various countries. This

海面上昇からどんな損害がもた

is from IPCC's second report

らされるのかを理解できます。

published in 1995. here you

例えば、最も大きな被害を受け

can see what kind of damage
may come from a sea level

るのは、一番上のバングラデシュ
です。このため、海水面が約１

rise of about 1 meter . For

メートル上昇すると、7,100万

e x a m p l e , t h e l a r g e s t is

人の人たちが影響を受けること

Bangladesh, at the top. So if

になります。私は、バングラデ

the sea level rises by about

シュの全人口が現在約１億２千

one meter, 71 million people

万人だと承知しておりますから、

will be affected by this .

I

そのうちのおよそ60％がこの海

understand that the total population of Bangladesh is

面上昇に苦しめられることになるかもしれないのです。

about 120 million now, so almost 60% of the total

これは、とてつもない影響です。もちろん、総コスト
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sure. Although I don't have time to talk about the
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も莫大になるでしょう。これに対しては、例えば移民

huge impact. Of course, the total cost is likely to

などの適応可能な対策があるかもしれませんが、その

be huge. There maybe some adaptive measures for

ような対策を取った場合の総コストも莫大なものとな

this such as immigration, but in that case, the total

ります。日本に目を向けますと、日本はかなりの先進

３

cost for such adaptation will also be huge. If you

国ですので、皆様はそうした海水面上昇からあまり影

look at Japan, Japan is a quite developed country so

響を受けないだろうと思われることでしょう。しかし

基
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you may think that we will not suffer so much from

実際のところ、この推測では、日本も１メートルの海

that kind of sea level rise. But actually this estimate

面上昇により多大な被害を被るだろうとなっており、

says that Japan will also suffer greatly from a 1m
rise in sea level rise−about 15 million, which is a

約1,500万人、全人口の約13％が苦しむかもしれない
のです。そして金銭的な全損失が、なんと、1,600億

bout 13% of the total population, may suffer. And

米ドル以上まで膨れあがってしまいかねないのです！

the total loss in monetary terms could be more than

ですからこの点において、海水面上昇は私たちの社会

US$160 billion−a huge amount! So in that respect,

に多大な影響をおよぼします。

−Keynote Lectures−

population may suffer from sea level rise. This is a

sea level rise has a great impact on our society.
Another example is the impact on coral reefs.

もう一つの例は、珊瑚礁への影響です。先の講演者

The previous speaker talked about the risk to coral

が、東南アジアの珊瑚礁へのリスクについて話されま

reefs in S.E. Asia. Also in IPCC's third report, it

した。IPCCの第３回報告書でも、そうした影響につ

says much about such impacts. According to this

いてかなりの紙面が割かれております。この報告書に

the total area of coral reefs is about 2/3 the total
area of Japan−a huge area. But if they are healthy,

よれば、珊瑚礁域の全面積が、日本の総面積のおよそ
３分の2となっております…。とても広い。ただし、

they can adapt to changes in sea level. In other

珊瑚礁が健全に保たれれば、海面変動には適応可能で

words, they can move quite

す。言いかえると、珊瑚礁は

easily to change to such a

いとも簡単に移動して、そう

sea level. However, as the

した海面変動に対応できるの

previous speaker already

です。しかしながら､先の講

said, 58% of the total coral
reefs in the world are already

演者がすでに述べたように、
世界の全珊瑚礁域の58％は、

at risk because of human

人間の活動が原因ですでに危

activities, and in the case

険にさらされており、その率

of S . E . A sia , 8 0 % ,
four−fifths of the total−a huge

は東南アジアでは莫大で、な
んと全面積の５分の４、80％

amount. So in such a case

となっております。ですから、

we are not so sure whether

珊瑚礁が、起こり得るそうし

they can adapt themselves to such probable sea level

た海水面上昇に適応できるかどうかについては、珊瑚

rises because they are not healthy. We also have to

礁が健全でないことから、あまり確信はもてません。

worry about rises in surface temperature of the sea.

我々はまた、海の表面温度の上昇についても心配しな

According to IPCC's report, if we have an increase
in surface temperature by 1 to 3 degrees Celsius, it

ければなりません。IPCCの報告書によれば、海水面
の温度が摂氏１度から３度上がってしまうと、白化な

may have a serious impact on coral, such a breaching

ど、深刻な影響が珊瑚におよんでしまうおそれがある

and so on. In this sense, coral reefs are quite important

そうです。この意味では、珊瑚礁がとても大切である

but sensitive to changes in sea level rise and other

ものの、海水面上昇と他の気候変動に影響されやすい

kinds of climate change, so we should be very careful

ため、そうした深刻な影響を海洋環境におよぼさない

that we don't have such serious effects in the marine

よう大いに気を付けるべきです。

environment.
In concluding, I would like to repeat once again,

終わりに臨んで、もう一度繰り返しますが、閉鎖性
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海域は、非常に人口密度の高い地域であり、いろいろ

areas and they have already suffered, and will continue

な人間の活動にすでに苦しんでおり、これからも苦し

to suffer, from various human activities. We shall

んでいくことでしょう。我々は、今からこのような環

have make great efforts for the conservation of such

境保護のために多大な努力を払っていかなければなり

environment from now on. Secondly, global warming

ません。二つめは、地球温暖化が我々が直面している

may be one of the largest environmental threats we

最大の環境への脅威の一つであるかもしれないという

are facing. We should be careful not to overlook the

ことです。我々は、沿岸域へおよぼされる可能性のあ

possible impact on coastal areas and the related

る影響、それに関連する人間の活動を看過しないよう

human activities and implement preventive measures

に注意を払うべきであり、そうした出来事を回避する

to avoid such events.

ために予防対策を実施すべきであります。

Thank you very much for your attention.

ご清聴ありがとうございました。
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enclosed coastal areas are highly densely populated
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３−３ 「タイにおける珊瑚礁の管理と研究」
Coral reef management and research in Thailand
海洋生物学者

３
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ハンサ・チャンサン博士
Dr. Hansa Chansang
Marine Biologist
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Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen.

ご来賓の皆様、ご列席の皆様。まずはじめに、ここ

First of all I would like to thank the Organizing

へお招きに預かりタイ国の珊瑚礁に関する情報を発表

Committee, especially Prof. Piamsak, for giving me

する機会を賜りましたことに対し、組織委員会、特に

the chance to come here and present the information

ピアムサック教授に感謝の意を表したいと思います。

on the coral reefs of Thailand.
I don't need to say anything further than that.

私はこれ以上何も申しあげる必要はございません。

The picture speaks for itself. The coral reefs have

写真が自らすべてを物語っているからです。珊瑚礁は、

been dear to many people worldwide, not just in

熱帯地方だけに限らず、全世界の多くの人たちにとっ

the tropics. （pointing at the slide）This is also part

（スライドを
ても貴重なものであり続けております。

of the activities going on. People get excited every

指し示しながら）これもまた、現在進行中の活動の一

time you see the pictures!

部です。写真を見るといつも胸騒ぎがしてしまいます

What I'm going to talk about today is the coral

ね！

reef management and research in Thailand. It is the

本日これからお話しする内容は、タイにおける珊瑚

collective efforts of Thai scientists as well as the

礁の保全と研究です。これは、管理者側や政府のみな

managers and the government , and also the local

らず、タイの科学者たち、さらに珊瑚礁保全管理に携

people who have been involved in coral reef management.

わってきた地元の人たちも協働で取り組んだ活動です。

First of all, I'll give you some brief information

まず第一に、タイの珊瑚礁に関する状況について簡

about the situation regarding coral reefs in Thailand.

単にご説明いたします。タイの珊瑚礁は、その大部分

Thai reefs are mainly fringing reefs around the islands.

は島々の周囲にある裾礁です。こちらに着目すると

If you can see there,（pointing at the slide）the red

（スライドを指し示しながら）
、タイ湾とアンダマン

dots show you the distribution of

海の双方にある珊瑚礁の分布が赤い

the reefs both in the Gulf of Thailand

点で示されております。バンコク付

as well in the Andaman Sea. In the

近の湾内部には、淡水が大量に流れ

inner gulf, near Bangkok, we don't

込んでいるため珊瑚礁はありません。

have reefs because there is so much

タイの珊瑚礁の特徴については、裾

input from fresh water. Regarding

礁は、潮間帯礁原にさらされた浅瀬

the character of the reefs in Thailand,

の湾内にある岩礁から、約10メート

the fringing reefs vary from the

ルの深さまで広がっている沿岸域岩

reefs in the shallow water protective

礁までと多岐にわたっており、その

bays with exposure to the inter‑tidal

ほとんどは、タイ湾とアンダマン海

reef flats, to the littoral reefs that

にあります。アンダマン海の沖合の
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can extend to a depth of about 10 meters−in most

島々では、岩礁が深度約30メートルまでおよぶことも
あり、この深さは大半の裾礁が到達可能な最大深度と

of the reefs in the Gulf of Thailand as well as in the
Andaman Sea . On the offshore islands , in the

なっております。
では、タイ国内で珊瑚礁はどのように利用されてい

Andaman Sea, reefs can manage to reach a depth
of about 30 meters, which is the maximum depth
that most of the fringing reefs can manage.
Now, how do we use the coral reefs in Thailand?
Contrary to other countries, in Thailand, reefs have
been very important only to selected groups of people.

るでしょうか？ 他の国々とは反対に、タイでは、珊
瑚礁は限られたグループの人々にとってのみ重要なも

３

のでした。1970年代より前の時代には、食糧そしてお
みやげ用の貝殻や伊勢エビの捕獲を目的とした、伝統
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Before the 1970s, there had been the traditional type
of artisanal fishing, for food and collecting shells and
spiny lobsters for souvenirs. The exploitation was of

した。漁獲物は主に地元の市場向けの食糧でしたが、
一部の地域でのダイナマイト漁法が原因で、珊瑚礁の

a very low intensity due to limited demand. It was

破壊があったことも確かです。アンダマン諸島には、

just mainly food for the local market, but we did

その生活の糧すべてを珊瑚礁に頼っている人たちがい
ます。彼らはsea gypsies（海のジプシー）と呼ばれ

have reef destruction due to dynamite fishing in some
localities. This is a group of people in the Andaman

ています。以前は沿岸域の島々を転々と移動し、遠く
はビルマまで足を延ばしていました。食糧を集め、貝

Islands whose whole life entirely depends on the
reefs. They are called sea gypsies. They used to

も捕獲し、
（スライドを指し示しながら）これは観光
客へ売るために洗っている光景です。また、ロブスター

move along the coastal islands, also all the way up
to Burma. They collect food, and also collect shells,

や、魚をやすで刺すスピア・フィッシングもみられま
す。エスニック・グループに加えて、地元の漁師は漁

（pointing at the slide）this is someone cleaning up,
to sell to tourists. And also there is spear fishing
for lobster and also for other fish . For the local

獲用のわなや釣り針と釣り糸も使います。
しかしながら､1970年代終了後は、様変わりを遂げ

fishermen, besides the ethnic groups, they use fish

ております。珊瑚礁が、レクリエーション活動に使用

traps as well as hook and line.

されるようになってきたのです。このような事情で、
珊瑚礁は、ボートのいかりの使用をはじめ、観光客の

However, after the 1970s, things have been changing.
Increasingly , the coral reefs have been used for

行動から直接受ける影響に苦しむことになりました。
いくつかの珊瑚礁は、観光スポットとして有名です。

recreational activities. In doing so, they have suffered
from the direct impact of tourist activities, including

皆様に配られたパッケージには、水中アドベンチャー
向けに珊瑚礁をご紹介する冊子があると思います。以

the use of boat anchors. Several reefs are well known
as tourist destinations . In the package that you

上の話は、珊瑚礁がタイの観光活動にとってどれほど
大切かを大まかに物語るものです。

received, there are documents introducing the reefs
for underwater adventure. So that's just to tell you
how important the reefs are for tourist activities in
Thailand.
Also in addition to tourist activities for visiting the

また、珊瑚礁を訪れるための観光活動に加えて、ロ

reefs, there is the increasing exploitation for prized

ブスターやハタなどの珍重されるシーフードの乱獲も
増大をたどっています。先ほども申しましたが、昔は

seafoods such as lobsters and groupers. I told you
earlier that back in the old days, local people didn't

地元の人間はロブスターを食しませんでした。ただ単
に捕まえて、おみやげ用にするか、壁掛け用装飾品と

eat lobsters. They mainly just collected them and
turned them into souvenirs, or just kept ornamental

していたにすぎません。これらの観光活動と連動して
こうした変化が生じ、これと同時に国内向けと輸出用

pictures on the wall. This changed with all these
tourism activities, and also at the same time there's
expansion of the collecting of shells for the souvenir

に、土産品店を客先として貝を収集することも増大の
一途をたどっています。また、観光産業の発展、そし

shops, both in the country as well as for export.

て我が国の経済発展が理由で、開発地域付近の珊瑚礁

Also, because of the development of tourism, and

も、堆積物の負荷、濁度、栄養素塩負荷の増加など、
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our economic expansion , reefs near development

劣化した水質に悩まされています。いくつかの、珊瑚
礁は、スズの採鉱、港湾の建設などの拡大に伴う、海

areas also suffer from degraded water quality, such
as increasing sedimentation load , turbidity and

岸域陸地の使用のために悪影響を受けました。特に、
港湾建設の浚渫にはかなりの影響を受けており、産業

nutrient loads. Certain reefs were affected by other

３

coastal land uses due to expansion, such as mining,

基
調
講
演

port construction really affects it−and also in certain

開発団地から影響を受けた地域もあります。
次のスライドには、人びとが珊瑚礁をどのように利

tin mining, port construction−so the dredging for

用しているかを示します。これはシミラン諸島の写真
で、これらは実際に点在する島

areas, industrial development
complexes.

−Keynote Lectures−

々であり、昔はごくわずかの漁
船しかたどり着けなかった秘境

The following slides will show
the activities how people have
been using the reefs. This is

でした。ところが今では、海洋
公園があり、たくさんの観光客

a picture of the Similan Islands,

が訪れています。これでお分か

here are the actual islands,

りのように、海はたくさんの人
であふれていますが、珊瑚礁に

which only very few fishing
boats could manage to get to

被害を与える人もいます。また、
観光産業の拡大と経済成長にと

in the old days. Now, there
are marine parks and a lot of visitors can go there.

もない、海岸線沿いにおけるホテル等の建設が盛んに
なってきています。ホテルのなかには、偶然にも珊瑚

So, you've got a lot of people in the water, and some
of them have caused damage to the reefs. Also, in
the expansion of tourist activities and the economy,

礁の端に建てられているものもあるため、幾分かの破
壊を引き起こし、水質もいくらか悪化させてしまって

certain constructions have occurred along the shoreline.

います。

Some hotels happen to stand next the reef edge, so
this causes destruction to a certain extent, and also
some poor water quality.
W ith all these proble m s , in 1992 with the

こうした問題について、1992年に、USAID（米国
国際開発庁）の支援を受け、沿岸域資源管理プログラ

assistance of the USAID, the University of Rhode
Island Project on the coastal resource management

ムに関するロードアイランド大学プロジェクトが、タ
イの天然資源環境省と協同して、全国珊瑚礁保全管理

program, under the coordination of the Office of the
National Environmental Board, Thailand drafted a

戦略を起草し、タイ内閣から承認されたため、高レベ
ルの承認が取りつけられました。実状を言えば、タイ

national coral reef management strategy, which was
approved by the Thai cabinet, so it was approved
at a high level. In fact, Thailand is one of the very

は全国的な珊瑚礁保全管理戦略を持つ数少ない国の一
つです。

few countries that has managed to have a national

この保全管理戦略においては、２つの活動が求めら

coral reef management strategy.

れております。一つは、それぞれ異なる用途に基づい
て珊瑚礁保全管理を分類することです。二つ目は、珊

In the management strategy, there is a call for
two actions; one is to categorize reef management

瑚礁保全管理をサポートするため、さらに実施内容の
改善と規制の改正を行うためにより一層の研究を行う

under different uses . The other is also a call for
public involvement in managing the reefs, as well as

ことと、珊瑚礁保全管理への公共の参加を求めるとい
うものです。この珊瑚礁保全管理は三つの使用目的に

conducting more research to support the management,
an d to im prove enforce m ent and change the

より区分されます。その一つ目は地元での使用、つま
りコミュニティー近辺の特定珊瑚礁の使用で、伝統的

regulations. The categories of reef management are
divided into three types of users. One is local uses,
that is certain reefs near communities, the ones that

な方法で使用されている美観に乏しい珊瑚礁の使用で
すが、将来、観光客、地元の観光客にも使用されるこ

are not so beautiful or whatever , which include

とにもなるでしょう。地元での使用の場合、地元民が

traditional uses, as well as other uses that might

珊瑚礁を管理する能力を高めることが課題です。二つ
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come along like the tourists, the local tourists. In

目は、国としての観光産業であり、これには、集中的
な観光やエコツーリズムが含まれます。これらは、質

this, the objective is to strengthen the capability of
local people to manage the reefs. And the second

の高い、いろいろなレクレーション的機会を持続させ
ていける珊瑚礁です。これらを管理するには、関係者

category is national tourism , which includes both
intensive and eco‑tourism. These are the reefs that
sustain a variety of hig h ‑ quality recreational
opportunities. In managing them, they had to solve
the conflicts between recreation, tourism development
proposals and conservation . The last category is

は、レクレーション、観光産業開発案、環境保全との
間に横たわる利害対立を解決しなければなりませんで

３

した。最後、三つ目は、科学的保護区です。全国で珊
瑚礁はいろいろな利用をされていますが、珊瑚礁の生
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country, we do need certain reserves to preserve

きるよう、ある程度の保護区が必要です。

significant examples of corals in an undisturbed state
in order to maintain their biological diversity and
scientific value.
By now , we have many laws regarding reef
management. Altogether, there are about four or five

現時点まで、珊瑚礁保全管理に関する多数の法律が
定められてきております。全部あわせると、ここで考

of them that I can come up with here, by law, the

えつくだけでも４つか５つの法律があり、硬質珊瑚、

hard corals, and soft corals as well, are protected

そしてソフト・コーラルもFisheries Act （漁業法）

by the Fisheries Act. The Fisheries Act prohibits

によって保護されています。Fisheries Act（漁業法）
は、珊瑚、ソフト・コーラルとヤギ類の捕獲を禁止し

collecting corals, soft corals and sea fans, and also
certain reef areas can be declared fisheries reserves,
which prohibit harvesting of any marine life. We also

ており、珊瑚礁域を保護区に指定することも可能であ
り、こうした保護地ではあらゆる海洋生物の捕獲が禁

use the Wildlife Act, which prohibits the possession

止されています。我々は、珊瑚、ソフト・コーラル、

and trade of corals, soft corals and sea fans. And then,

ヤギ類の所有や商取引を禁止しているWildlife Act
（野生生物保護法）も利用しています。近隣諸国に比

realizing that we don't have that many reefs in the
country, compared to our neighbors, there is also

べて我が国には珊瑚礁がそれほどないのですが、For
eign Trade Act（外国貿易法）もあり、この法律で

the Foreign Trade Act, which prohibits the export
of corals, soft corals and sea fans, and also reef fishes

は、珊瑚、ソフト・コーラル、ヤギ類のほか、商業目
的の珊瑚礁域魚介類の輸出も禁止しています。国内の

for commercial purposes. The idea is to use the
reefs in the country for ecotourism also. And then

珊瑚礁をエコツーリズムのために利用するという発想
です。さらにNational Park Act（国定公園法）もあ

there is the National Park Act, in which many reefs
have been declared marine parks. The last one is
the National Environmental Quality Act. Under this

り、この法律のもとで多数の珊瑚礁が海洋公園として
宣言されております。最後に、National Environmen

act, certain areas can be declared areas under protection,

tal Quality Act（全国環境質法）があります。この

in which any actions deemed necessary can be

法律のもとでは、特定地域が保護管理下にある地域と
して宣言することができ、多数の必要とみなされてい

imposed. So we have plenty of laws to deal with
the coral reefs but how it works is a different

る措置を強いることができます。このように、我々は、
珊瑚礁に対処するためのたくさんの法律を有してはい

matter.

ますが、これらの法律がどのように機能するかは、別
問題です。
Now, in Thailand the way we structure things in

さて、タイで我々が管理資源の視点からいろいろな

terms of managing resources is all very much a
top‑down approach. It is the centralized authority

ことを構築している方法は、おしなべて、トップダウ
ン的色合いがかなり濃い取り組み方です。中央に大き

that has the power, so it's easy to pass all sorts of

な権限があるため、法律は簡単に可決されます。実施

laws. In terms of the implementing agencies, there

機関の観点から見ると、珊瑚礁の管理に関与している
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Scientific Reserves. With all the uses, all over the

物学的多様性と科学的価値を保つためには、悪影響を
受けていない状態にある珊瑚の有意義な標本が保全で
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are two big agencies that are involved in the management

二つの大きな政府機関があります。その一つは、Nati
onal Parks, Wildlife and Plant Conservation Depa

of the reefs. One is the National Parks, Wildlife and
Plant Conservation Department. This is the department

rtment（仮訳：国定公園・野生動植物保全局）です。
これは、エコツーリズムと保存の管理対象である海洋

that manages the reefs in the marine parks, which

３

are managed for ecotourism and reserves. About 50.2%
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the other one is the Department of Marine and

公園にある珊瑚礁を管理している機関です。タイのお
よそ50.2％の珊瑚礁がこの範疇に入ります。さらにも

of Thai reefs are under this category. And then,

う一つの機関は、Department of Marine and Coast
al Resources（仮訳：海洋・沿岸域資源局）です。こ

Coastal Resources. This is a new department, which
was set up last year. Formerly, this job belonged

−Keynote Lectures−

れは新しい部局で、昨年創設されました。以前は、こ
こで担当している公務は、Department of Fisheries

to part of the Department of Fisheries. This agency
manages the reefs for general uses and fishery reserves

（仮訳：漁業局）の一部が担当していました。この機
関は、一般的用途と漁場保護区のために珊瑚礁を管理

−in other words, the reefs outside the marine parks.

しておりますが、これは換言すれば、海洋公園域外の
珊瑚礁の管理ということです。
In coming to look at the management of the reefs

海洋公園にある珊瑚礁の管理に話しを戻しますと、
珊瑚礁を主要構成要素とする約19の海洋公園がありま

in the marine parks, we have about 19 marine parks
that have coral reefs as the main components in the

す。すでに申しあげたとおり、トップダウン型の取り
組み方により、進展もありますが、問題もみられます。

parks. There have been problems, as well as progress,
as I mentioned because of this top‑down approach.

現在の進展とは、公共を対象に教育を行っているとい
うことです。来訪者は、珊瑚礁の価値や、珊瑚礁を訪

The progress now is that we have public education.
Visitors are informed about the value of the reefs,
and also how to behave when visiting the reefs. We

れた際にどうふるまったらいいのかについて説明を受
けます。また、いかりによる直接的な損害を防げるよ

have a program for installing mooring buoys in the

う、珊瑚礁に係船浮標を設置するプログラムも行って

reefs, so that it prevents the immediate damage from

います。加えて、公園管理当局は、法的処置をさらに
強化してきております。しかしながら､問題は、海洋

anchors. Also, the park officers have stepped up law
enforcement practice. However, the problem is that

公園の境界を取り決める決断がバンコクで行われてい
るということです。このため、実施に乗り出すと、地

decisions on drawing up park boundaries are made
in Bangkok. So when you start implementing it, it

元の漁師たちとのあつれきがいつも生じてしまいます。
現在は状況がやや改善しつつあります。多くの漁師た

always runs into conflict with local fishermen. Now
the situation is improving a little bit. More and more,

ちが公園当局に理解を示すようになってきているので
す。しかし、公園をつくると必ず問題となります。そ

the fishermen have come to recognize the park
authorities. But always, when you start the parks,
it's always a problem. And of course, because Thailand

して当然のことながら、民間部門が島々に興味を示し
何かをし始める前にタイ政府ができるだけ多くの場所

took the strategy of trying to declare as many parks

を公園として宣言しようとする戦略をとったため、公

as possible before the private sector moved on to

園を適切に管理するための人材や機材の不足という問
題がいつもみられます。このほかにも、歴史的観点か

the islands and starts doing something , there is
always the problem of having inadequate manpower

らいうと、公園管理人たちが主に観光客相手に働いて
いるため、これらの管理人たちの珊瑚礁保全管理に関

and equipment to run the parks properly. Besides
that, historically speaking, the park rangers mainly

する知識は限られたものとなっています。また、タイ
の観光当局は、外国人にタイを訪れるよう、そして国

work for the tourists , so the park rangers have
limited knowledge of coral reef management. And

内観光客にも公園を訪れるように説得する上で偉大な
業績をあげてきました。ですから、毎年、公園を訪れ

the Tourist Authority of Thailand has done such a
great job in convincing people to come to Thailand
and the local tourists to go and visit the parks. So

る人の数は増大しましたが、同時に公園を適切に管理しよ
うとする上での公園管理当局側に対する問題も生じてお

every year there is an increase in the number of

ります。最後のポイントは、公園の使用を区分けする計画で

visitors to the parks, which also creates a problem

すが、今までのところ、まだ実施には至っておりません。
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for the park officers in trying to run the parks properly.
The last point is that there are plans for zoning the
uses of the parks, but so far this is yet to be enforced.
Now, I'm going to move on to the management of

ではここで、私が以前関わっていた、海洋公園域外
にある珊瑚礁保全管理の話題に移りたいと思います。

３

involved in the past. After this strategy came out in

1992年にこの戦略が生まれてから、1995年に海洋公園

1992, in 1995 there was the coral reef management

域外の珊瑚礁を管理するための珊瑚礁保全管理プログ

program to manage the reefs outside the marine

ラムがありました。開始するにあたり、我々は、これ
がタイでは新しい試みであったため、政府役人に対し

基
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parks.To start with, we had to deal with training
the government officials in how to manage the reefs,
because this was a new thing in Thailand. So the

珊瑚礁を管理する方法について研修を行なわれなけれ
ばなりませんでした。こうした事情により、政府役人

training of the government officers, especially the

の研修、特に沿岸域地方の役人の研修が問題となり、

local ones in coastal provinces, became an issue .

絶えず研修をしなければならなかったのです。また、
沿岸域の地方レベルで、そして全国レベルでパブリッ

You had to be constantly training them . We also
had a public campaign both at the local, in coastal

ク・キャンペーンも実施しました。我々には、ラジオ、
テレビを通じた放送用資料と印刷媒体もありました。

provinces, and the national level. We had materials
for broadcasting through radio, television and printed

沿岸域地方では、教師、学生、漁師、旅行業者などター
ゲットとなるグループへの研修も行いました。係船浮

materials. In the coastal provinces, there was also
training of certain target groups such as teachers,

標の設置は、珊瑚礁を訪れる人たちによって引き起こ
されかねない直接的な損害を防ぐものなので、普段か

students , fisher m en and tour operators . T he
installation of mooring buoys is always a popular

ら盛んに実施されている項目です。こうして、法的処
置の強化へと至るわけです。

subject because it prevents immediate damage that
can be caused by people visiting the reefs. So, stepping
up law enforcement.
And also the last issue was how to get the

続けて、最後の問題とは、あらゆる違法行為だけで
なく珊瑚礁保全管理を対象にした珊瑚礁監視プログラ

community involved in the reef watch program for
all the illegal activities as well as reef management.

ムに、どうやってコミュニティーを関与させるのかと
いうことでした。主な課題の一つ、同時にと難しい課

One of the main issues, and a very challenging one,
is how to get community participation in managing

題ですが、それは、珊瑚礁を保全管理する上でどのよ
うにしてコミュニティー参加を実現していくかという

the reefs, since it's all been decided, and they were
not part of the group that decided the plans. So how

ことです。それも該当する決定事項はコミュニティが
関わることなく、他のグループの人々によって既に決

can we try to get them involved?

定されてしまってからです。それでは、一体どうやっ
て関与させることができるのでしょうか？
The strategy for public involvement in reef

我々がタイで進めてきた、珊瑚礁保全管理に市民を
巻き込んでいくための戦略とは、利用者、民間部門、

management that we have developed in Thailand is
how to encourage users, the private sector, and the

一般大衆を、珊瑚礁のゴミを取り除くクリーンアップ
・キャンペーンなどの活動に参加させるのにどのよう

general public to participate in certain activities such
as the clean‑up campaign, getting rid of the trash

に働きかけていくのかというものです。大抵の場合、
こういったゴミは漁網の残骸です。加えて、係船浮標

on th e reefs . A lot of ti m es this is just th e
fragments of the fishing nets . And also how to
involve the local people in putting up the mooring

の設置に地元民を巻き込む方法、それらをどうやって
維持するかということもあります。係船浮標の設置は、

buoys and how to maintain them. Installing mooring

タイではとても人気の高い題材です。最初の頃、政府

buoys is a very popular subject in Thailand.

機関の多くは、ただ単に係船浮標を設置しただけでし

At
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coral reefs outside marine parks, in which I was
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the beginning, a lot of agencies just put up mooring

た。これにまつわる問題は、誰も浮標を保守・整備し
なかったので、しばらくしてから、みんななくなって

buoys. The problem with this is that nobody maintained
them, so after a while they all just get lost. So the

３
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issue is how are we going to get people who use

しまったということなのです。このため、問題は、浮
標を利用する人々にどうやって維持管理させるかとい

the buoys to maintain them?

うことです。

And then we have the reef watch program to set

次に、各地方のコミュニティーが珊瑚礁の保護と監
視で政府役人を手助けすることができるように、我々

up, so that local communities can help government
officers in the protection and surveillance of the reefs.

−Keynote Lectures−

は珊瑚礁監視プログラムを設けることを予定していま
す。このなかで、我々は子供達も参加させようとして

In this, we also try to get the children involved, so
we support local school events and outings . The
following are some pictures of these activities. This

おり、そのため地元の学校行事や遠足を支援していま
す。これらは、こうした活動のいくつかの写真です。

is in Patong Bay, a famous tourist area in Phuket.

これは有名な観光地であるプーケットにあるパトン湾

Now it has become the custom that during the

です。今では、観光シーズンの開幕期間中に、これは
11月ですが、ボート事業運営者、ロングテール・ボー

opening of the tourist season, which is in November,
they have activities that get the tourists as well as

ト事業運営者、そして地元の観光業者だけでなく観光
客にも競争の一環として珊瑚

th e b o at o p e r ato r , t h e
longtail boat operators, and

礁に行ってもらいゴミ拾いを
する活動が慣習となっていま

also the local tour operators
to go and collect the trash

す。これは、今年優勝したグ
ループの写真です。拾われて

from the reefs as part of a
competition. This is a picture
of the group that won the

きた大半のゴミは、主に漁網
の残骸でした。こうした活動

first prize this year. Most

を行う上で、我々は、できる

of t h e t r a s h t h a t t h e y

だけ多くの人たちに参加して
もらうよう呼びかけておりま

brought out was mainly just
leftover fragments of the

す。そのなかには、賞状を授
与する地元の政治家や、観光

fishing nets. In doing this
kind of activity, we try to get as many people involved

で訪れた男性、観光業者もいます。プーケットには、
観光業者として働いている多数の海外駐在員がおりま

as possible. We got the local politicians who handed
out certificates , and we got the guys who are

、この後ろにい
す。そして（写真を指し示しながら）
る男性は、ボート事業者団体を主催している人物です。

tourists as well as the tour operators. We have quite
of number of expatriates who are working as tour
operators in Phuket. And （pointing at picture）also

これから話す内容は、現段階までの、別の成功物語の
一例です。それは、事業目的だけのために、自らグルー

the man behind here is the guy who organizes the

プを組織しているロングテール・ボート事業運営者に

group of boat operators. This is also another example

まつわるものですが、これらの事業者が結局、珊瑚礁
保護において政府の役人たちを手伝うことになったと

of a success story so far . It's about longtail boat
operators managing to group themselves together,
just for business purposes , but also they end

いうものです。つまり、観光シーズンに、彼らは、観
光客を良い状態の珊瑚礁へ案内することから収入を得

up helping the government officers in protecting the

ているため、係船浮標を設置し、管理も行っています。

reefs . So in the tourist season , they put up the
mooring buoys and take care of them because they
gain income from taking the tourist out to the good
reefs.
Another example is from Koh Samui, a small island

もう一つの事例は、タイ湾に浮かぶ小島であるサム

in the Gulf of Thailand. The tourist activity is on a

イ島のものです。そこでの観光活動はプーケットに比
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smaller scale than in Phuket. The environment is

べて小規模です。環境はやや異なりますが、ここでも
また問題となっていることは、どうやって地元民を巻

somewhat different but, again, the question is how
to get the local people involved. This picture is on

き込むかということです。この写真は、サムイ島の隣
にある有名なエコツーリスト

the day they opened the tour
to Phangan , which is a well‑
known ecotouristarea next to
Koh Sam ui . You've got the
mayor and the govern m ent
officers, the locals, as well as

地帯であるパンガンへのツアー
開始日に撮られたものです。

３

ご覧のとおり、市長、政府高
官、地元民、子どもがいます。
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the children. And this is, you
know, the officers have a ceremony
just to make it look important.

もつものとするために、役人
が式典を行っている光景です。

This is a government officer just

これは、ボート事業者に係船

handing over mooring buoys to

浮標を引き渡している役人で、
このおかげで今ではサムイ島

a boat operator group so that
now they install the mooring buoys with the help of

にあるダイブショップのプロ・ダイバーの助けを借り
て係船浮標を設置できるようになり、管理も行えるよ

professional divers at dive shops on Koh Samui, and
they take care of them. The lady behind is also the

うになっています。後ろにいるご婦人も、この地域の
レストラン経営者です。このようにみんなが関わって

owner of a restaurant in that area , so everyone
there gets involved. The government officers have

います。政府役人も、自分たちの活動を少し変えなけ
ればなりません。これは通常、警備だけに使われてい

to change their activities a little. This is on the patrol
boats , w hich nor m ally are used only for la w
enforcement. They have to get involved with the

るパトロール船上でのものです。彼らも学童の教育に
関与しなければなりません。地元の子供たちを珊瑚礁

education of the school children. They take the local

見学に連れて行くところです。

children out to see the reefs.
The other activity that's tried to involve the users

利用者を巻き込んでいくために取り組まれているそ
の他の活動には、現在タイで非常に人気のあるスキュー

is that nowadays scuba diving is very popular in
Thailand. There are young enthusiastic divers who

バ・ダイビングに関するものがあります。ただ海に出
かけて娯楽のために潜るだけでなく、何か役に立つこ

really want to do something useful besides just going
out and diving for fun, so

とをしたいと心から望んでい
る熱心な若いダイバーがいる

as part of the international
reef check training , we
train the divers on how to

ため、国際珊瑚礁監視研修の
一環として、我々は、有名な

monitor the reefs so that

ダイビング・スポットに行く

when they go to popular

際に珊瑚礁の状態をチェック
し続けることができるよう、

diving sites they can just
keep checking on the situation

珊瑚礁のモニタリング方法に
ついてダイバーに研修を施し

of the reefs . So it turns
out that th e success of

ています。つまり、コミュニ
ティーを参加させることに成

community participation also
depends on several factors.

功するかどうかもいくつかの
要因にかかっているということがわかるのです。

First is that you must manage to get the users to
have a strong incentive to be involved in reef
management.This is a win‑win situation. They know

まず、珊瑚礁保全管理に関われるよう、利用者たち
に強いインセンティブを持ってもらうようにしなけれ

that if the reefs are in good condition, they can earn

ばなりません。これは、お互いに有利な状況です。利

more income. The second is that users should be

用者たちは、珊瑚礁がいい状況に保たれていれば、もっ
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そしてこれは、ご存じのよう
に、この催しを重要な意味を

EMECS2003

と収入を増やせることを知っています。二つめは、利

for the managerto go in and talk to the groups than

用者たちが、同じ関心を抱くグループをつくるよう奨

to go and talk to different individual persons. And

励されるべきだということです。管理者側にとっては、

then there's the role of government officials in being

一人一人違う人たちのところへ行って話しをするより

３

a coordinator of all activities involving users. Besides

も、グループへ赴いて話しをすることの方がずっと楽

connecting various groups of interest , the local

です。その上、利用者を巻き込んだすべての活動のま
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manager has to contact other government agencies

とめ役を務めるという政府役人の役割もあります。同

that also have a stake in or a direct relationship with

じ関心を抱く様々なグループへ働きかけることに加え

the reefs. Sometimes, the local officers, as much as

て、地元の管理者は、珊瑚礁と利害関係を持つ直接関

they want to protect the reefs, they cannot help

係している他の政府機関とも接触しなければなりませ

infringing upon people from other areas going into

ん。時には、地元の役人たちも、できるだけ珊瑚礁を

their reefs. So to develop local officers who uphold

保護したいと願うあまり、それぞれ所轄の珊瑚礁に他

the law is important.

の地域からやって来た人々の権利を侵してしまうこと

−Keynote Lectures−

encouraged to set up groups of interest. It's easier

もあります。このため、法律を遵守する地方の役人の
育成は重要です。
In the last category , the support of the local

最後のカテゴリーでは、地方自治体のサポートが、

government is important for long‑term success. In

長期的な成功にとって重要です。どんな活動でも最初

the beginning of all the activities, everything was

は、中央政府から資金が出されます。今現在プーケッ

funded through the central government through the

トにおいて、我々は地方自治体が珊瑚礁の重要性を認

Department of Fisheries. Now in Phuket, we have

識する段階まで駒を進めました。地方自治体は、係船

got to the stage where the local administration

浮標への設置や、子供たちの教育に資金を出し始め、

organizations recognize the importance of the reefs.

今年に入ってからは、さらに進んで珊瑚礁の再生にも

They started to fund the installation of mooring

予算をつけています。そして、本年に珊瑚礁再生で

buoys, the education of the children, and this year

150万バーツを支出します。極めて有意義な貢献です。

they have gone even further by funding the
rehabilitation of the reefs. This year they put up
1.5 million Baht just for rehabilitating the reefs,
which is quite a significant contribution.
Now, what about research? In trying to manage

では、研究についてはどうでしょうか？ 珊瑚礁を

the reefs, we also rely on research. The research is

管理するにあたって、我々は研究にも依存します。研

carried out by both professors at university and

究は、大学の教授と政府機関の双方によって実施され

government institutes. There is also reef mapping

ています。また、我々が珊瑚礁を確実にソーニングで

and monitoring, so that we do zoning of the coral

きるよう、珊瑚礁のマッピングとモニタリングもあり

reefs. There's also the subject of reef rehabilitation,

ます。また、後ほどお話しする珊瑚礁再生という問題

which I'll talk about later. The basic research on

もあります。珊瑚礁に生息する生物の多様性に関する

the diversity of reef organisms ‑ we've got very good

基礎研究があり、珊瑚、珊瑚礁の魚類や軟体生物に関
しては良好な情報が得られていますが、他にも取り組

information on the corals , reef fish diversity and
mollusks, but there are still other groups that we
have to work on . Also now the attention is on

まなければならないグループがあります。また現在で
は、珊瑚礁から得られる天然産物に注目が集まってお

natural products derived from reefs, which is part

り、その研究が大学で行われています。珍重される食

of the research done by universities. There is the

用魚がかなり乱獲されていることを理由に始まった水

issue of aquaculture, which has come up because

産養殖の問題があり、なかには絶滅に瀕している生物

there is so much exploitation of the prized food fish,

もいます。このため、ハタの養殖、オオジャコ貝の養

and some of the animals are disappearing. So they

殖、そして最近では、特にあの「ニモ！」で有名なク

have the aquaculture for groupers, aquaculture for

マノミなどの観賞魚の養殖が行われています。これら
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giant clams and recently, aquaculture for aquarium

に加えて、種々雑多な珊瑚礁生態学研究や生物学もあ

fish, especially anemone fish−Nemo! Besides that,

り、珊瑚の再生産に聞くオーストラリアや紅海で見ら

there are also bits and pieces of coral reef ecology

れるような一斉放卵はタイでは見られないという情報

research and biology and we have information about

も有しております。タイの珊瑚は一年中放卵します。

the reproduction of coral, which also tells us that

ですから、これは珊瑚の管理方法に関する問題です。

we don't have the situation of mass spawning like in
Australia or the Red Sea. Corals in Thailand spawn
all year round. So that's an issue about how to manage it.

しかしながら、まだ手つかずの際立った話題がいく

that we haven't touched yet. One is the topic of

つかあります。その一つは、持続可能な漁業です。こ

sustainable fisheries. With all this talk, you can see

れまでの話全体で、皆様はタイにおけるこうした管理

that a lot of this management in Thailand is really

の多くが観光活動に対して実際に準備態勢を整えつつ

gearing up for tourist activities. So fisheries have

あることを理解できました。要するに、漁業はまだほ

hardly been touched yet. The other issue is more

とんど手つかずの状態になっているということです。

about the fundamental long‑term ecological studies.

別の問題は、根本的で長期的な生態学上の研究に関し

This slide shows the results from 1996 to 1999 of

てより深くかかわっているものです。このスライドに

mapping of the reefs. There are two volumes of
maps. Altogether about 400 islands in the Gulf of

は、1996年から1999年にかけての珊瑚礁のマッピング
の結果を示しました。地図は２巻あります。タイ湾と

Thailand and in the Andaman Sea that have been

アンダマン海には合計約400の島々があり、マッピン

mapped. This is an example.

グ済みです。これが一例です。

On the island, we talk about

この島で、我々は珊瑚礁の境

the boundaries of the reefs

界について話し合い、それぞ

and we have a number, 1,

れの状態に応じて１、２、３、

2, 3, 4 regarding the condition

４と番号を割り振りました。

of the reefs . There is a

珊瑚礁、優占種、珊瑚礁形態

description of the reef, the

学に関する説明がみられます。

dominant species there and

我々が持っている情報を要

reef morphology.

約すると、実際のところ、こ

To summarize the information

れは要約の要約です！ 地方

that we have.....actually,

別、およそ13の県別の珊瑚礁

this is a summary of the

を一覧表にしています。この

summary! We list the reefs by provinces, about 13

マッピングの結果、タイ湾の珊瑚礁面積がわずか74.9
km2であること、アンダマン海では78.6km2 である
こと、したがって、タイの珊瑚礁総面積は約153km2

provinces. It turns out that as a result of this mapping,
2

the Gulf of Thailand has only 74.9 km of reefs, in
2

the Andaman Sea it's 78.6 km , so the total reef area

ということが明らかになりましたが、これは以前に存
在すると考えていた2000km2を大幅に下回るものです。

2

in Thailand is about 153 km , which is much less
2

than the 2000 km we thought existed before . I

私はどうやってこの2000という数字が出て来たのか分

don't know how this figure 2000 came about, but

かりませんが、皆が常日頃からその数字を使っていま

people always use that figure. But after the actually

す。しかし実際にマッピングを実施したところ、そし
てタイ水域にある珊瑚礁の少なくとも約95％を何とか

mapping, and I believe we managed to map at least
about 95% of the reefs in Thai waters, we have only
153 km , which is not much. We also talk about the

マッピングしたと考えておりますが、結果はわずか
153 km2 であり、大きくはありません。優秀、良好、

condition of the reef, whether it is excellent, good,

普通あるいは劣悪かなど、珊瑚礁の状態についても話

fair or poor, and this depends on the categories .

し合っており、このような等級分けはカテゴリーに応

This condition will change with time so the reef

じて変わります。このような状態は、時の経過と共に

condition has to be updated. The second row of this

変わりますから、珊瑚礁の状態を最新のものに更新し

2
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However, there are still several outstanding topics

３
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information is available but it hasn't been published

ていかなければなりません。この資料の２行目は利用
可能なものですが、まだ出版されていません。

yet.
This is another example of how we monitor the

これは、どのように珊瑚礁をモニタリングしている
かのもう一つの例で、先ほどお見せしたパトン湾から

reefs−an example from Patong Bay−which I showed

３

you earlier, where we monitor all this activity. Before
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by Acanthaster planci , so that the percent of coral

の事例ですが、そこで我々はこのすべての活動をモニ
タリングしています。それより前の1980年代には、こ

that, in the 1980s, this area had been badly affected

の地域はオニヒトデによる多大な被害を受けたところ
でした。そのため、当初の珊瑚

cover is quite low to start with,
it's less than 30%. However, as

−Keynote Lectures−

の被度は極めて小さく、30％を
下回っていました。ただし、年

the years go by , we monitor
every other year. The coral cover,
the live coral cover is increasing.

が経つにつれて、モニタリング
の頻度を隔年としておりますが、

（pointing at picture ） Between

珊瑚の被度、つまり生きた珊瑚

these two striking red marks there,

の 被度 は 増 え 続 けています 。
（図を指し示しながら）こちら

there's even an increase during
the coral bleaching years in 1991

の、これら２つの赤い稲妻マー
クの間では、1991年から1995年

and 1995. The red dot there
indicates that this is a time they

にかけてサンゴ白化現象がみら
れた期間中にでさえ増加しています。こちらの赤い点

started the installation of mooring buoys and also management
of the reefs. Looking at it on the positive side, this

は、現地で係船浮標の設置と珊瑚礁の管理を開始した
時期を示すものです。これを前向きな視点でとらえる

could be an indication that all this management is
also working.

と、こうした管理すべてもうまくいっているという証
と言えるでしょう。

Next is a subject that is talked about a lot and is

次の話題は、幾多の論議がなされ、非常に有名な、
珊瑚移植です。珊瑚移植技術は、

very popular−coral transplants.
Coral transplant techniques have

タイ湾とアンダマン海で大学と
政府の研究者が行ってきており

been carried out both by university
people and government researchers

ます。また、ミドリイシ、エダ
サンゴ、塊状サンゴもみられ、

in the Gulf of Thailand as well
as in the Andaman Sea. There's

移植されてから３年後がこれで
す。成長したのです！移植技術

also the acropora, the branching
corals, as well as the massive
corals−this is 3 years after planting.

に加え、他の新しいアイデアと
は、損害を受けてしまったため

They've grown! The other new

基質が珊瑚の幼生の定着に適さ

idea besides the transplanting

なくなってしまっている珊瑚礁
域で実践されているものです。

technique is in the reef areas
that have been damaged so the

このため、我々は幼生が定着す
るよう人工の基質を置いたので

substrates are no longer suitable
for the coral larvae to settle on.

すが、その結果は大変有意義な
ものであり、このように７年後

So we eventually put in artificial
substrates for the larvae to settle

には、珊瑚の種がすべて成長し
始めたのが分かります。よく観

on and the results can be quite
significant−this is after 7 years−
you can start to see all the

察してみると、人工基質の構造
が分かります。ですから、珊瑚

species of coral start growing.

礁の修復は長い目で見れば極め

You have to inspect them closely

て効果的です。

60

EMECS2003

then you can see the structure of the artificial
substrates. So the restorationof the reefs is quite
effective in the long run.
Now, Professor Kaya told us about the problems

さて、茅教授は気候変動と地球温暖化に関する岩礁
の問題について話されました。

of the reef with regard to
climate change and global

タイでは、温度に起因するサ
ンゴ白化現象にも悩まされて

warming. In Thailand, we
a l s o s u ff e r f r o m c o r a l
bleaching due to temperature.
This has come out as part of
the work, of the cooperation

プーケット・マリン・バイオ
ロジカル・センターとの協同

between the Universityof

作業の一環としてもたらされ

Newcastle‑upon‑Tyne and

たものです。プーケットの平
均海面温度に着目しますと、

people at Phuket Marine
Biological Centre. Looking

これらのグラフには上昇して
いることが示されているのが

at the mean sea surface
temperature of Phuket, the

分かります。1991年から1995
年までのサンゴ白化現象は、

graphs shows that it is just
increasing. The coral bleaching

夏季に生じ、その時には海水
温度が閾値を超えていました。

in 1991 and 1995 was during
the summer when the seawater
temperature exceeded the

しかしながら､1998年に全世
界で、そして、タイ湾の珊瑚

threshold , so that's when

礁域に重大な被害を与えたも

we saw the phenomenon.

のの、アンダマン海の珊瑚礁
域には影響がなかったこが明

However there is still more
to study because it turned

らかになったことから、まだ
まだ研究すべき課題がありま

out that in 1998, w hich
was worldwide, and also seriously damaged the reefs

す。長期的な視点に立った生態学上の研究やそれぞれ
異なる環境下で珊瑚礁がどのように反応するのかといっ

in the Gulf of Thailand, did not affect the reefs in
the Andaman Sea. So there are some things that

た、研究の必要がある事項がいくつかありますが時間
がないので、これらについては省略することにします。

we really need to look into such as the long‑term
ecological study and how reefs respond under different
environments. I'm not going to talk about that. It
takes too much time.
The other subject that is of interest is that nobody

他の興味深い話題といえば、タイで珊瑚礁における

actually studies reef fisheries in Thailand. And one

漁業に関する研究があまり行われてないことです。あ
る分析には、貴重なシーフードがすでに枯渇したと示

analysis shows that the prize seafood is already
depleted. There was one survey in 1994 that looked

されています。ロブスター状況について調べた1994年
の調査がありました。これによれば、プーケット島で

at the lobster situation. It turns out that 95% of the
lobster consumed on Phuket Island really comes from

消費されたロブスターの95％がなんと近隣諸国から持
ち込まれたものだったということが分かりました。

neighboring countries.
So these are the subjects that we really need to

さて、ここに挙げたのが、本当に取り組むべき問題

look into. The constraints of the research were that,

です。研究を妨げたものは、言うまでもなく、人材不

of course , we had limited manpower . You have

足でした。精力的に取り組んでいる科学者集団がいく
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おります。これは、ニューキャッ
スル・アポン・タイン大学と

３
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several groups of active scientists working on the

つかありますが、それでも研究すべきことがまだまだ
あります。ですから、その解決策とは、非常に重要不

results, but still there is more to study. So the solution
is that probably for the very important crucial

可欠な問題に対しては、小さな仕事を各人が別々にす
るのではなく、特定のプロジェクトを実施するために

questions , we need more cooperation among the

３

people in the country to carry on a certain project
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pieces of small projects. We do have cooperation from

我が国の人々のよりいっそうの協力が必要だというこ
とだと思います。もちろん、チュラロンコン大学と日

instead of having each person just doing bits and

本による協力といった海外からの協力もあり、英国と
プーケット・マリン・バイオロジカル・センターとの

overseas, from Japan with the Chulalongkorn University,
from England we have cooperation with the Phuket

−Keynote Lectures−

協力があるだけでなく、時代をさかのぼれば、国内の
珊瑚礁戦略の基本となった情報を収集する機会を科学

Marine Biological Centre, as well as the fundamental
assista n c e , b a c k in th e old d a y s , fr o m t h e
ASEAN‑Australian Project of Living Marine Resources,

者に提供した東南アジア諸国連合（ASEAN）とオー
ストラリアのLiving Marine Resourcesのプロジェク

which provided the chance for scientists to collect

トもありました 。草創期 の 研究 は 、 UNESCO や

information which formed the basis for the national

UNEPの地域海洋プログラムによって支援され、タイ
の研究強化に本当に役立ちました。しかし、タイはま

coral reef strategy. The early research was also
supported by UNESCO and the Regional Seas Programme

だ先進国ではなく発展途上国ですが、GDPが高くなっ
たので他国から研究支援として援助を受け取ることが

of UNEP, which really helped to build up research
in Thailand. But Thailand is not yet a developed

できません。このため、タイ政府はこれから研究に関
する大半の問題について本格的に取り組むべきです。

country, it's still a developing country, but the GDP
is too high for any foreign country to help in terms

タイの首相は、今後６年間で貧困を撲滅させうると語
りました。願わくば、研究費用の調達についてももっ

of supporting the research. So the government should
really take care of most of the issues regarding the
research from now on. The Prime Minister of Thailand

と多くのことを首相がやってくれればと思います。し
かし、この長期的な財政援助は重要なものです。と言

said that he would eradicate poverty in 6 years.

いますのは、これなくしては、短期間のプロジェクト

Hopefully he can do more about giving research

の研究しかできなかったと思われるからです。そうな
れば、珊瑚礁が自然や為的影響と共にどのように変化

money . But this long − term financial support is
important, because otherwise, people could only have

するかに関する特定の重要な情報を我々は逃してしまっ
ていたことでしょう。

done research on short projects. By that, we would
miss certain important information about how reefs
change with nature and the man‑ made impact it
would have on them.
So overall, in conclusion, I just told you briefly
what the reefs look like in Thailand, how we use

さて、最終的な結論として、私は、タイの珊瑚礁が
どのようなものか、我々が珊瑚礁をどのように利用し

them, and how we manage them and also the problems

ているか、どうやって管理し、さらに関連問題にどの

with them. And how we try to get the research that

ように対処しているかについて手短に述べました。ま
た、それぞれの管理に向け有用となりうる研究をどの

can be useful for their management. In doing reef
research in Thailand, there is one person who is

ようにして得ようとしているのかについても触れまし
た。タイにおける珊瑚礁研究の実践にあたっては、い

always identified with reef conservation. This is the
late Dr. Suraphol Sudara, in case you haven't heard

つも珊瑚礁保全と同格視される人物がいます。ご存じ
でない方のために申しあげますが、その人とは、故ス

of him. He has always been the icon for coral reef
conservation as well as , especially , in the public

ラポール・スダラ博士であります。博士は、珊瑚礁保
全の象徴的人物であり続けただけでなく、特に氏の強

participation in the movement−that was his strong
belief, and he also was an icon in building up the
capacity for research. I think most of the young reef

い信念であった保全運動への市民の参加においても中
心的存在であり続け、さらに研究能力の強化において

scientists, the ones that are younger than me anyhow

も代表的存在でした。ほとんどの若い珊瑚礁科学者、

（laughter） were his students . Unfortunately , he

とにかく私より若い科学者（笑い）が博士の学生だっ
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passed away just 12 months ago, but I just hope

たと思います。残念ながら、博士は12ヵ月前に他界し

the spirit of his efforts will carry on.

てしまいましたが、その精神が今後も受け継がれるよ
うにと願うばかりです。

So with the ending of this talk, I would like to

私の演説を締めくくるにあたり、この講演を故人で

dedicate this talk to the late Dr. Suraphol Sudara.

あるスラポール・スダラ博士に捧げたいと存じます。

He will always be remembered as the pioneer of reef

博士は、これからもずっと珊瑚礁保全のパイオニアと
して人びとの胸に深く刻み込まれていくことでしょう。

like to thank my former coral reef research team in

以上で私の話は終わりですが、この演説をまとめるに

Phuket, who helped me put this talk together. Thank

あたりお手伝いいただきました、以前私が所属してお

you very much for your attention and your time.

りましたプーケットの珊瑚礁研究チーム一同に、御礼
を申し上げます。ご清聴いただき、またお時間を割い
ていただきまして、誠にありがとうございました。
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conservation. This is the end of my talk and I would
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４−１

タ

イ

湾

Gulf of Thailand

The Gulf of Thailand Session was held following

開会式に引き続き、開催された「タイ湾セッション」

the opening ceremony. The opening messages were

では、PEMSEAチュア・ティアーエン博士、ピヤカ

given by Dr. Chua Thia‑Eng of the Programme on

ンチャナー・チュラロンコン大学名誉教授によるオー

Partnerships in Environmental Management for the

プニングメッセージの後、タイ湾の環境管理事例が報

Seas of East Asia （PEMSEA） and Dr. Twesukdi

告され、引き続き、先行事例としてチェサピーク湾、

Piyakarnchana, Professor Emeritus at Chulalongkorn

瀬戸内海、マニラ湾、渤海の事例紹介などの報告が行

University . Subsequently , case study reports on

われた。

environmental management in the Gulf of Thailand
studies for Chesapeake Bay, the Seto Inland Sea,
Manila Bay and the Bo Hai.
In the Open Forum that followed, a discussion

その後に行なわれたOpen Forumでは、これらの報

was held based on these reports. The discussion

告にもとづいて、海域の多重的な資源利用における競

focused on such issues as policies to resolve competition

争と利害の衝突を解決する方策や、タイ湾全体にまた

and conflicting interests in the multiple use of the

がる環境問題のための方策などについて、討論が行な

ocean's diverse resources, as well as policies for resolving

われた。

environmental problems that extend throughout the
entire Gulf of Thailand.
On the subject of resolving competition relating to

資源利用における競争の解決については、政府の的

resource use, it was pointed out that appropriate

確な政策が必要であることや、利害関係者が政策決定

government policies are needed, and that it is important

に参加することの重要性が指摘された。また、海域で

for stakeholders to participate in the policymaking

生じている問題を最も熟知している地方行政と地域コ

process. The importance of participation in coastal

ミュニティの沿岸域管理への参画の重要性も指摘され、

zone management by local governments and local

それを推進する取り組みが議論された。

communities, which have an intimate knowledge of
problems that arise in sea areas, was also pointed
out, and efforts to encourage such participation were
debated.
Pollution, oil spills and other problems in the Gulf

石油やガスの海底からの採掘にともなう汚染や、油

of Thailand resulting from drilling for oil and gas on

流出など、タイ湾の汚染については、タイ、マレーシ

the ocean floor are problems that affect the coastal
regions of four countries: Thailand, Malaysia, Cambodia

ア、カンボジア、ベトナムの沿岸４カ国にまたがる問
題であり、各国が連携して解決に当たる必要があるこ

and Vietnam. It was pointed out that these countries

と、そのためには各国間の理解と信頼をさらに発展さ

must cooperate with one another in seeking solutions

せていく必要があることが指摘された。また、このよ

to these problems, and that, for this purpose, relationships

うな多国間にまたがる閉鎖性海域で、環境管理の取り

among these countries must be further developed.

組みを評価し、さらに進めていくためには、栄養塩類

It was also noted that, in order to evaluate and further
promote environmental management efforts in enclosed

や汚染物質の流入負荷とその変化の長期にわたる定量

coastal seas that extend across national borders like

的なデータが必要であるとの指摘があった。

the Gulf of Thailand, there is a need for quantitative
data on long‑term changes in nutrient salt and pollutant
inflow levels.
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were presented, followed by reports introducing case
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The discussion concluded with a summing‑up of

最後に、このセッションで参加者はいろいろな海域

what had been learned from this session. Participants

の先行事例から多くを学んだが、今後もタイ湾の関係

learned much from the case studies of various ocean

諸国は話し合いを続けていくべきであり、環境管理で

regions. In the future, the relevant nations in the

先行する他の海域も含め、各海域での取り組みを結び

Gulf of Thailand should maintain a dialogue with one

つけて協力していこうと総括して討論を終了した。

another and should work together. These nations

4

should also link their efforts to efforts in other ocean
regions , including those in which environmental

特
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management efforts are already being implemented.

−Special Forums−

Dr. Chua Thia‑Eng, Regional Programme Director, PEMSEA

Opening Messages

Professor Emeritus Dr. Twesukdi Piyakarnchana, Board of Director, Environmental
Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
１． Assessing ecological risk and carrying capacity of coastal seas: The case in
Samut Prakarn Province and Mab Tapud Industrial Estate （Rayong Province）
Supichai Tangjaitrong （Thailand）
２． Experiences and lessons learned from the ASEAN‑ Oil Spill Preparedness and
Response （OSPAR） implementation
Tadashi Shimura （Singapore）
３．Successes and lessons learned in the restoration of the Chesapeake Bay
Dave A. Nemazie and Robert Summers （United States of America）
４．A review of national and local efforts in the management of the Seto Inland Sea:
Experiences and lessons learned
Mamoru Shigemoto （Japan）
５．Manila Bay Coastal Strategy ‑ Development and Implemeantion
Renato T. Cruz （Philippines）
６．Management of the Bohai Sea: National and international initiatives in address‑
ing pollution issues across administrative boundaries
Jia Yu （China）
Open Forum
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アジア太平洋フォーラム
Asia‑Pacific Forum

The coastal zone in the Asia‑Pacific region has

アジア太平洋地域の沿岸域は貴重な生態系を持って

precious ecosystems and is the most productive and

おり、生産性かつ生物多様性において世界的に最も豊

richest in biodiversity in the world. It also provides

かである。そして、地域の人々の生活に重要な基盤を

an important basis for people's lives in this region.

提供している。しかしながら、最近、沿岸域は人間の

However, the coastal zone has recently faced tremendous

活動から、すさまじい脅威、圧力に直面している。加

threats and pressures , particularly from human

えて、沿岸問題についての科学的な知識の現状につい

activities. Moreover, there is a need for a sound

て正しい理解が必要とされ、特に長期的将来予測と政

understanding of the present status of our scientific
term future prospectives and policy directions should
also be identified.

そうした目標を達成するため、アジアフォーラム

To meet such goals, the Asian Forum（EMECS2001）
proposed a Comprehensive Environmental Assessment

（EMECS2001）ではアジア太平洋沿岸地域のための包

for the Asia‑Pacific Coastal Zones, which has been

括的環境評価が提案され、以後、計画実行されてきて

planned and implemented since then. At the same

いる。同時に、アジアフォーラム（EMECS2001）、ア

time, the Asia‑Pacific Network for Global Change

ジア太平洋フォーラム（EMECS2003）の共同出資者で

Research（APN）, which co‑sponsored and organized

あり、開催者であるアジア太平洋地球変動研究ネット

the Asian Forum（EMECS2001）and this Asia‑Pacific

ワーク（APN）は、諸研究間のギャップをこの地域の

Forum （EMECS2003）, has initiated a global change

沿岸域における持続可能な開発の促進に必要となる将

coastal zone management synthesis project that will
identify research gaps and future directions needed

来の方向性を明らかにするために、地球変動沿岸管理

to promote the sustainable development of the region's

統合プロジェクトを始めた。

coastal zone.
At the Asia‑Pacific Forum（EMECS2003）‑ following

アジア太平洋フォーラム（EMECS2003）では、山村

opening addresses by Mr. Sombo Yamamura（Director,

尊房氏（ＡＰＮセンター所長）、Piamsak Menasveta

Asia‑ Pacific Network for Global Change Research

の開会挨拶に続き、
氏（チュラロンコン大学科学部長）

（APN）Secretariat）and Dr. Piamsak Menasveta（Dean,

井戸敏三兵庫県知事出席のもと、アジア太平洋地域の

Faculty of Science , Chulangkorn University） and

沿岸問題に取り組む科学的挑戦（三村信男教授）
、沿岸

attendance by Mr. Toshizo Ido, Governor of Hyogo

域管理の必要性と管理のために必要となる要件

Prefecture, Japan ‑ keynote presentations featured
problem coasts: scientific challenges to address coastal

（Maitree Duangsawasdi博士）
、太平洋の島山興部の正し

problems in the Asia‑Pacific region（Professor Nobuo
Mimura）; needs and requirements for coastal zone
management（Dr. Maitree Duangsawasdi）; management

い管理と誤った管理（Patrick Nunn教授）
、ＡＰＮ沿

and mismanagement of island coasts in the Pacific
（Professor Patrick Nunn）;and APN‑coastal research

れた。問題と科学の挑戦、必要性と要件、正しい管理

岸研究とアジア太平洋地域における統合的沿岸管理の
の各基調講演が行わ
新しい方向性（Nick Harvey教授）
と誤った管理、地域と国と地球といった広い範囲にわ

and new directions for integrated coastal management

たる様々な重要な問題に及んだ。

in the Asia‑Pacific region（Professor Nick Harvey）.
The presentations, therefore, covered a variety of
important issues ranging from problems versus
scientific challenges; needs versus requirements ;
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策方針が必要である。

knowledge of coastal problems, and in particular long‑

4
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management versus mismanagement; and local versus
national versus global.
This paved way for an interactive panel session

引き続き行われたパネルセッションでは研究間ギャッ

which addressed research gaps and the way forward

プとそれを超えて沿岸域研究をすすめることについて

for coastal zone research. In particular, the panel

の検討が行われた。特に、パネルセッションでは地球

session highlighted that earth system teleconnections

4

システム・テレコネクションと人間の健康が将来の沿

and human health are important issues that need to

岸域研究に含まれるべき重要な問題であることが強調

be included in future coastal zone research. We also
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された。環境問題に対処する従来の方法も検討する必

need to look at traditional methods of coping with

要がある。パネルセッションはまた科学と政策の間の

environmental problems . The panel session also
highlighted the importance of science‑policy interface,

インターフェース、特に政策に関連する科学の重要性

and in particular the need for policy relevant science.

を強調していた。

−Special Forums−

Overall, the Asia‑Pacific Forum was an ideal platform

全体として、アジア太平洋フォーラムはアジア太平

to highlight the importance and diversity of coastal

洋の観点から沿岸域管理の重要性と多様性を明らかに

zone management from an Asia‑Pacific perspective,

し、神戸で開催されたEMECS2001以来の、ＡＰＮと

and to report the progress of APN and EMECS

ＥＭＥＣＳの沿岸域研究活動の進歩を報告する理想的

coastal zone study activities since EMECS 2001 in

な機会となった。フォーラムでは、パネリストと、幅

Kobe, Japan. The Forum stimulated active discussions

広い利害関係者、関心を持った参加者からなる聴衆の

on future research directions between panelists and

間で、将来の研究方向に関する活発な議論が行われた。

the audience which consisted of a broad range of
stakeholders and interested participants. In particular,

特に、沿岸域問題は理解することが難しいのではない、

the Forum realized that coastal zone problems are

すなわち解決の障害となるのはどちらかというと政治

not seen as being difficult to understand−the difficulties

的なことや動機付けであり、科学に関するものではな

in solutions are more political and motivational, and

いことが明らかにされた。解決には地域社会が関与す

not scientific. Solutions should also have community

べきであり、適宜トップダウンとボトム・アップアプ

involvement and should be a mixture of both top‑

ローチを混合して行われるべきである。

down and bottom‑up approaches as appropriate.

１．Problem Coasts: Scientific challenges to address coastal problems in the Asia‑
Pacific region
Nobuo Mimura （Japan）
２．Needs and requirements for coastal zone management
Maitree Duangsawasdi （Thailand）
３．Management and mismanagement of island coasts in the Pacific
Patrick Nunn （Fiji）
４．APN‑Coastal Research and new directions for integrated coastal management in
the Asia‑Pacific region
Nick Harvey （Australia）
５．Research gaps and the way forward for coastal zone research
Roger McLean （Australia）
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４−３

青少年環境教育交流

EMECS Schools and Students Partnership

座 長 C h air
（ハル大学名誉教授）
ジャンポール・デュクロトワ
Dr. Jean‑Paul Ducrotoy
Professor Emeritus, University of Hull, UK
（ワシントン大学環境社会研究所所長・教授）
ウェイン・ベル
Dr. Wayne H. Bell
Director of the Center for the Environment and Society, Professor of Biology and
Environmental Studies, Washington College, U.S.A.
次世代を担う青少年及び環境教育者が環境保全、環

management and environmental education efforts on

境教育に関する取組の活動報告を行い、質疑応答・意

the part of environmental educators and the youth

見交換を通じて、水を中心とした環境保全についてグ

who will play a leading role in the next generation,

ローバルな視点から問題意識を育むことを目的に２日

as well as question and answer sessions and an

間にわたって開催された。初日は高校生・中学生、環

exchange of views. The objective of the forum was

境教育者による活動報告、質疑応答及び意見交換が、

to nurture an awareness of water‑centered environmental

、
２日目はUNESCO アジア太平洋地域事務局（ROAP）

management issues from a global perspective through

現地学校への訪問が行われた。

these activities. The first day featured reports on
activities by high school and junior high school students

青少年を加えた環境教育セッションはエメックス会

and environmental educators, as well as question

議初の試みであり、高い評価を受けるとともに継続開

and answer sessions and the exchange of views .

催が約束された。

The second day featured a visit to UNESCO Bangkok
and a local school.
This was the first time that an environmental
education session with the participation of young
people was held at the EMECS Conference. The session
won high praise and promises to be a continuing event.
Day 1（November 19, 2003）

第１日（平成15年11月19日）

Activity Reports

活動事例報告

Activity reports were presented by educators and

アメリカ・メリーランド州の教育者と大学生、日本

students from Maryland, U. S. A., a government

・兵庫県の行政と教育者、タイの教育者から各国の地

representative and educator from Hyogo Prefecture,

域に根ざした環境教育の活動事例が報告された。引き

Japan , and educators from Thailand regarding

続き、日本の高校生２組から研究活動の報告が、また

community‑based environmental education activities

タイの中学生から川の水質監視などの学校における活

in their respective countries. This was followed by

動の報告があった。

student reports on school activities . There were
presentations by two pairs of Japanese high school
students on research activities, and a report by Thai
junior high school students on water quality monitoring
at a river in Thailand.
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This two‑day forum featured reports on environmental
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１．チェサピーク湾（メリーランド州）における事例

1. Chesapeake Bay（Maryland, U. S. A.）
Wayne H. Bell, Washington College

Wayne H. Bell, Washington College

Jill Brewer

Jill Brewer

Patricia Chambers

Patricia Chambers
２．瀬戸内海（兵庫県）における事例

2. Seto Inland Sea （Hyogo, Japan）

4
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Hiroshi Kawai（Kobe University Research Center

川井 浩史（神戸大学内海域環境教育研究センター）

for Inland Seas）

川村 貴子（兵庫県環境政策課）

Takako Kawamura（Environmental Policy Division,
Hyogo Prefecture）

−Special Forums−

３．Tha Chin川（Nakhon Pathom県）における事例
Supichai Tangjaitrong
（Chulalongkorn University）
Boonmee Obchaey
（Wat Don Wai School理科教諭）

3. Tha Chin River（Nakhon Pathom, Thailand）
Supichai Tangjaitrong（Chulalongkorn University）
Boonmee Obchaey（Wat Don Wai School）
4. "State of sex changes with Thais clavigera becoming

４．
「姫路沿岸に生息するイボニシ貝の雌の雄化に関

female around the Sea of Himeji"

する研究」

Yasuhide Kawano and Toshiyuki Yokoyama

川野 泰英, 横山 利行

（Juniors, Himeji Institute of Technology High

（姫路工業大学付属高等学校 ２年生）

School）

５．
「ため池について−播磨地域の潅漑用池−」

5. "Tameike ponds ‑ our irrigation ponds in Harima
District"

清水 朝子, 室垣 奈津未

Asako Shimizu and Natsumi Murogaki（Sophomores,

（明石西高等学校 １年生）

Akashi‑Nishi Senior High School）
6.

６．Tha Chin川（Nakhon Pathom県）における水質

Water Quality Monitoring and Other Activities
at the Tha Chin River（Nakhon Pathom, Thailand）

モニタリングなどの活動報告

Nine students at Wat Don Wai School

Wat Don Wai School生徒９名
討論

Discussion
Based on the activity reports, a discussion was

事例報告に基づいて行なわれた討論では、環境教育

held regarding problems faced by environmental

の直面している問題とそれに対する取り組みが議論さ

education and efforts to overcome these problems.

れた。その中で、科学者と教育者の連携強化が必要で

Discussion participants pointed out that there is a

あることや、環境教育の取り組みはコミュニティをベー

need for enhanced cooperation between researchers

スとしており教育の枠組みを超えるすばらしいチャン

and educators, and that environmental education

スであることが指摘された。また、日本とタイの生徒

efforts are community‑based and are therefore an

の間で両国の稲作の違いについての議論が行なわれる

outstanding opportunity to go beyond the traditional

など、活発な意見交換が行なわれた。各国の教育者や

framework of education. The discussion featured a
spirited exchange of views , such as a discussion

研究者、そして次世代を担う若者、すべての参加者が

between Japanese and Thai students regarding the

認識を深めることができ、非常に有意義であった。ま

differences between rice cultivation in Japan and

た、両国の生徒の間で今後インターネットを利用して

Thailand. The result was a valuable discussion that

情報交換を行なっていくことが提案された。

enabled all of the participants‑researchers, educators
and the youth who will play a leading role in the
next generation, from each of the countries represented‑
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to deepen their awareness of the issues involved. It
was also proposed that the students from both
countries exchange information via the Internet.
Day 2（November 20, 2003）

第２日目（平成15年11月20日）

Study Tour

スタディツアー

21 persons participated in the study tour, which

21名がツアーに参加し、UNESCO アジア太平洋地

visited the UNESCO Regional Office for Asia and the

域事務局（ROAP）とNakhon Pathom 県の２つの学

Pacific （ROAP） and two schools in Nakhon Pathom

校を訪問した。UNESCO アジア太平洋地域事務局

province. At the UNESCO office, the participants

（ROAP）では環境管理と少数民族保護に関するプレ

viewed a presentation on environmental management

ゼンテーションを受けた。学校訪問では、参加者はそ

and protecting ethnic minorities. At the schools, they

れぞれの学校での環境教育の取り組みを視察し、生徒

viewed environmental education activities at each

たちと交流を行った。これらの学校ではさまざまな実
践的活動を通して、生徒たちが地域の環境の現状と、

Through the various "hands‑on" activities at these
schools , the students were able to deepen their

環境と自分たちの生活との関係に対する理解を深めて

understanding of the current status of the regional

おり、地域の環境の中での実践が環境教育にとってもっ

environment and the relationship between the environment

とも重要であることを再確認した。

and their own lives. They were also able to reconfirm
that the best environmental education is "hands‑on"
and based in the local environment.
1.

１．UNESCO アジア太平洋地域事務局（ROAP）

Visit to UNESCO Regional Office for Asia and
the Pacific（ROAP）

訪問

Global ecosystems and natural phenomena

地球の生態系と自然現象について

Dr. Miguel D. Fortes

Dr. Miguel D.Fortes

Head, IOC Regional Secretariat for the Western

Head, IOC Regional Secretariat for the Westarn

Pacific （IOC/WESTPAC）

Pacific（IOC／WESTPAC）

Protection of ethnic minorities

少数民族の保護について

Mr. Derek Elias

Mr. Derek Elias

Project Leader, Environmental and Development

Project Leader, Environmental and Development

Costal Regions and Small Islands

Coastal Regions and Small Islands
２．Wat Don Wai School訪問

2. Visit to Wat Don Wai School
The study tour participants boarded a boat

参加者はボートに乗りTha Chin川の動植物の

and observed the plants and animals that inhabit

観察を行なった。その後、同校で生徒達によって

the Tha Chin River. Next, the participants saw

行なわれているTha Chin川の水質調査の実演が

an actual demonstration of water quality survey

行われた。また環境と生活の関係をテーマにした

activities conducted by the students of Wat Don

生徒たちの絵画の紹介、Tha Chin川周辺で採取

Wai School at the Tha Chin River. Subsequently,

された材料を用いた工芸品の製作の実演が行われ

there was a presentation of paintings made by

た。

the students on the theme of the relationship
between the environment and lifestyles, and the
participants got to try their hand at making
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school and got to know some of the students there.
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handicrafts using materials gathered from the
area around the Tha Chin River.

３．ナクホン・パソン・

3. Visit to Nakhon Pathom Special‑Studying School

スペシャルスタディング・スクール訪問
At this school, the participants viewed the
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unique activities of the students at this school

同校では、通常の授業のほかに家畜の飼育、水

who, in addition to their regular studies, raise

産養殖、稲作などの農業を実践している。また、

livestock, practice aquaculture, do rice farming

寮から発生する残飯を利用して肥料を作り、水田

and carry out other agricultural activities. The

のカタツムリを農薬ではなく、鴨を利用して駆除

students also get practical experience in organic

することなどにより、有機農法を実践している。

farming, such as by creating compost using leftover

これらの取り組みを見学した。

food from the dormitory and by using not

−Special Forums−

agricultural chemicals but ducks to rid the rice
paddies of snails.
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NGOフォーラム
NGO Forum

座長 : タヴィヴォンセ・スリブリ
（チュラロンコン大学）

Chair : Thavivongse Sriburi（Chulalongkorn University）
Activity reports were presented by NGOs active in

インド、ロシア、日本の４つのNGOからそれぞれ

India, Russia and Japan. In the open forum that

活動報告が行なわれた。その後、引き続いて行なわれ

followed（involving both the presenters and members

たオープンフォーラムでは、報告を行った団体に加え、

of the audience）, an exchange of views was held

会場の参加者も交えて、政府とNGOの役割や政府か

based on personal experiences and case studies of

らのNGOへの支援、資金調達の方法等について各国
の活動における事例や経験等について情報交換が行わ

governments and NGOs, government support for

れ、NGOはこれから何に注力していくべきか、政策

NGOs, and methods of fundraising. The discussion

決定者に対しどのような働きかけをしていくべきか、

also touched on the areas in which NGOs should

などの討論が行なわれた。

focus their main energies in the future, and what
their approach should be to policymakers.
It was pointed out that NGOs should serve as an

NGOの果たすべき役割としては、市民と政府の間

interface between private citizens and the government

を結び付けるインターフェースとしての役割、市民の

to organize the views of the general public and convey

意見を組織化し、政府に伝える役割などが指摘された。

these views to the government. The presenter from

インドからは持続可能な開発のための漁業者の意識向

India noted that NGOs were playing an important

上にNGOが大きな役割を果たしている例などが報告

role in increasing awareness of the importance of

された。政府とNGOの協力に関しては、地域で活動

sustainable development on the part of fishermen.

する多くのNGOと地方政府が円卓会議でともに環境

Sanbanse, in Japan's Tokyo Bay, was introduced as

保全を話し合う日本の東京湾の三番瀬における活動の

an example of cooperation between governments and
NGOs; roundtable discussions between the local

例が紹介された。また、ロシアの参加者からは国境付

governments and many NGOs operating in the region

近の環境問題に対するNGOの活動では、問題が国境

have been held to allow the parties to discuss

の両側に共通するため、両方の国の政府からの支援が

environmental management issues. In addition, the

必要であることなど、NGOと政府の国際的な協力の

presenter from Russia pointed out the need for

必要性も指摘された。

international cooperation on the part of NGOs and
governments, as in the case of NGO activities relating
to environmental issues near national borders. Since
the issue is common to both sides of the national
border, assistance is needed from the governments
of both nations.
It was also pointed out that since there are many

また、それぞれの国内には多くのNGOがあり、そ

NGOs operating within each country that are engaged

れぞれ多様な活動を行なっていることから、NGO間

in diverse activities , liaison among NGOs is also

の連携が必要であるとの指摘があった。この点に関し

needed. In connection with this point, it was noted

て、日本の伊勢湾の環境保全のために沿岸域で活動す

that the many NGOs working in coastal zones to

る多くのNGOが、連携するための協議を現在行って

preserve the environment of Japan's Ise Bay are

おり、それを国際エメックスセンターが支援している

currently holding meetings for liaison purposes, and

との紹介があった。さらに、渡り鳥がロシア、日本、

that the International EMECS Center is providing

インドを移動している例や、先進国の経済活動が途上
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activities in individual countries regarding the role of
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assistance for these efforts. In addition, it was pointed

国の環境問題に及ぼす影響などから、国際的にもNGO

out that migratory birds move between Russia, Japan

が連携していく必要があるとの指摘があった。

and India, and due to the fact that, for example,
economic activities of industrialized nations have an
impact on environmental problems in developing nations,
NGOs should maintain contacts with one another on

4

an international basis as well.
An exchange of views regarding the importance

市民の意識の向上のためや、次世代の環境保全をに
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of environmental education was also held, both to

なう子どもたちの間で自然とのふれあいが薄れつつあ

increase awareness on the part of the general public,

ることへの危惧から、環境教育の重要性について、意

and out of a concern that the children who will be

見交換が行なわれた。政府が主に学校教育における環

shouldering the burden of environmental conservation

境教育を担うのであれば、NGOは地域における環境

in the next generation are having less and less contact

学習に積極的に取り組むべきであることや、地域にお

−Special Forums−

with nature. The discussion included the points that,
if governments are to bear the burden of environmental

ける環境学習では指導者の育成が重要であることなど

education primarily in schools, NGOs should make

が議論された。

an active effort to promote environmental education
in local communities, and that the training of instructors
is of crucial importance for local environmental education.
Lastly, it was proposed that the NGOs participating

最後に、今回のフォーラムに参加したNGOどうし

in this forum keep in direct contact with one another

が、今後直接連絡を取り合っていこうとの提案があっ

in the future.

た。

１．Non Government Organisation （NGO）and Coastal Zone Management in India
Premjith, S., Ananth P. N., and P. Natarajan
２．Activities of Ecological Center "FENIX" in support of public environmental
movement in the Far East
Alexander V. Suvolov
３．A report on successful wetland conservation at Fujimae, Japan
Atsuo Tsuji
４．Coast Management and NGO
Shuzo Ozawa
Open Forum
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モニタリング・システムとモデリング
Monitoring System and Modeling

座

長：柳

哲雄

（九州大学）

C h a i r：Tetsuo Yanagi

Kyushu University, Japan

アッブソンスダー・シリポン
Co‑chair：Absornsuda Siripong

（チュラロンコン大学）

Chualalongkorn University, Thailand

このセッションでは８つのプレゼンテーションが行

the monitoring system, the trace gas emission monitoring

われ、モニタリング・システムについては、衛星イメー

using satellite images and numerical model, the real

ジ及び数値モデルを使用する微量ガス放射モニタリン

time monitoring of SS in a harbor using buoy data

グ、ブイ・データ及び数値モデルを使用する湾内のS

and numerical model, the river mouth morphology

Sリアル・タイム・モニタリング、航空写真を使用す

monitoring using aerial photos, the landscape monitoring

る河口形態モニタリング、ロシアの黒海沿岸の地形モ

in the Russian Black Sea coast and the coral reef

ニタリング及び衛星イメージを使用する珊瑚礁モニタ

monitoring using satellite images are introduced.

リングが紹介され、モデリングについては、イラワラ

As for the modeling, the LOICZ budgeting model in
Lake Illawarra, the 3‑D hydrodynamic model of the

湖のLOICZ収支モデル、渤海の３Ｄ流体力学モデル

Bohai Sea and the benthic ecosystem model of Mikawa

及び三河湾の底生の生態系モデルが紹介された。

Bay are introduced.

１．Nitrogen cycling processes in Lake Illawarra, An intermittently closed/open estuary
in South‑East Australia
Wenchuan Qu, C. L. Miller, R. J. West, and R. J. Morrison （Australia）
２．Simulated greenhouse gas and trace gas emissions resulting from land use change
along the eastern coastal of Thailand
Sangchan Limjirakan （Thailand）
３．Development of a real‑time monitoring software for coastal environment on
GUI
Tae Sung Jung and Sung Gon Kim （Korea）
４．Monitoring of river mouth morphology change by aerial photograph analysis
Patchanok Srivihok and Hitoshi Tanaka （Japan）
５．Tide and wind induced residual current system in Bohai Sea
Keiji Nakatsuji, Ryouichi Yamanaka, Shuxiu Liang, and Zhaochen Sun （Japan）
６．Landscape‑ecological monitoring of the Russian Black Sea coast
Marina N. Petrooshina （Russia）
７．A study on purification ability of tideland in Mikawa Bay
G. A. Anggara Kasih and Toshihiro Kitada （Japan）
８． The photogrammetric compilation of water depth to determine water column
absorption for coastal reef mapping
Supawan Wongprayoon and Joseph H. J. Leach （Australia）
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５−２

海洋生息地の評価

Marine Habitat Assessment

座

長：ベン・ヤンソン

（ストックホルム大学）

C h a i r：Bengt‑Owe Jansson

Stockholm University, Sweden

スチャダー・チャワニット
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（チュラロンコン大学）

Co‑chair：Suchana Chavanich

Chulalongkorn University, Thailand

このセッションでの７つの報告は、

The seven papers at the session can be structured
into

１．沿岸群集の空間的、時間的可変性

1.Spatial and temporal variability in coastal

２．海洋生態系の環境質

communities

で構成される。

−Technical Sessions−

2.Environmental quality of marine ecosystems
Artificial rocky shores showed changes in species

人工岩海岸は自然海岸に比べて種の豊かさと食物供

richness and feeding types compared to a natural

給のタイプにおいて変化を示した。岩の潮間帯の中の

beach .

巻き貝とウニは潮と季節で変化した。植生の構築のた

The grazing snails and sea urchins in a

rocky intertidal shore varied with tide and season

めのそれらの重要性は観光開発に慎重さを要求する。

and their importance for structuring the vegetation

日本の海岸の堆積物において、微視的な線虫は潮域を

asks for cautious touristic exploitation. In Japanese

超えた分配において、また食物供給のタイプにおいて

shore sediments, the microscopic nematodes showed
difference in distribution over tidal regions and in

違いを示した。大規模な赤潮は降水パターンによって

feeding types. Large‑scale red tides showed spatial

引き起こされる空間的、時間的分配を示した。

and temporal distribution, induced by the pattern of
precipitation（land use）.
Characterization of environmental quality was

環境質の特徴は日本の海岸の臨界酸素要求量によっ

exemplified by the critical oxygen demand of Japanese

て例証された。南シナ海における底質の長期科学的特

beaches.

Long ‑term chemical characterization of

徴は土地利用変更の必要性を示した。

bottom sediments in South China Bay showed need
for land use changes.

１．Appearing coastal animals and their mobility in artificial pebble and rock beach
Masato Niki, Tetsuo Sakai, and Hiroyuki Nakahara （Japan）
２．How to evaluate environmental quality of bottom sediments using organic matter
content in estuaries
Ken‑Ichi Hayashizaki and Yasuhiro Hayakawa （Japan）
３． Effects of saline on water purification of marine sediment at Isahaya Bay in
Southern Japan
Harada Hiroyuki, Hayashi Yasuhiro, and Takigawa Kiyoshi （Japan）
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４．Spatial and temporal variation in grazing pressure in low‑shore rock pools, at
Cape D'Aguilar Marine Reserve, Hong Kong
Tak‑Cheung Wai （China）
５．Horizontal distribution of free‑living marine nematode in the subtidal and intertidal
zone sediments at the Seto Inland Sea, Japan
Supaporn Yodnarasri, Kuninao Tada, and Shigeru Montani （Japan）
６．Analysis of current status and trend of sediment environmental quality in Daya
Bay
Han Baoxin, Peng Haijun, Lai Zhigang, and Cai Xingde （China）

environmental monitoring and management
Hideaki Nakata, Tomoyo Yamada, and Mitsuru Okawa （Japan）
８．Recent occurrence of far larger scale of red‑tide blooming without progressing
of eutrophication in Ariake Bay, Japan
Hiroaki Tsutsumi, Tohru Takahashi, Chizuko Kimura, Sayaka Nagata, Masanori
Tsukuda, Hitomi Yamaguchi, and Shigeru Montani （Japan）
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水質の評価

Water Quality Assessment

座

長：三村 信男

（茨城大学）

C h a i r：Nobuo Mimura

Ibaraki University, Japan

ポーンスック・ションプラシット （タイ天然資源環境省公害規制部）
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Co‑chair：Pornsook Chongprasith

Pollution Control Department, Thailand

In this session, there were nine presentations relating

このセッションでは水質・水環境に関する９件の発

to water quality and water environments.

表が行われた。

−Technical Sessions−

Kunihiko Yonehara et al studied the water quality

Kunihiko Yoneharaらは、日本海に面した日本の鳥

at Lake Togo, Tottori Prefecture, which borders the

取県にある東郷湖の水質を調査し、シジミなどの漁獲

Sea of Japan. He reported on the current status of

高の減少と考えられる富栄養化の実態を報告した。

eutrophication, thought to be responsible for a reduction
in the catch of shijimi clams and so on.
Toshinori Takashi et al analyzed the water quality

Toshinori Takashiらは過去30年間の日本の大阪湾

in Osaka Bay for the past 30 years and reported on

の水質を解析し、黒潮の経路の変動による大阪湾底層

the effect on water quality in Osaka Bay of the intrusion

への太平洋からの水塊の浸入が大阪湾の水質に及ぼす

of water masses from the Pacific Ocean into the

影響を報告した。

bottom layers of Osaka Bay as a result of fluctuations
in the path of the "Kuroshio"（Japan Current）.
Yukio Komai et al reported on the relationship

Yukio Komaiらは日本の瀬戸内海東部の播磨灘に

between changes in bottom sediment and changes in

おける過去20年間の底質の変化と水質環境の変化の関

the water quality environment for the past 20 years

係を報告した。

in Harima‑nada, located in the eastern part of the
Seto Inland Sea.
Ryuji Fukuyama et al surveyed the diffusion of river

Ryuji Fukuyamaらは日本の北海道の石狩湾と根室

water plume and coastal water quality in Ishikari

湾における陸水の拡散と沿岸の水質を調査し、衛星デー

Bay and Nemuro Bay, Hokkaido and correlated the

タとの相関を報告した。

results with satellite data.
Akihide Kasai et al reported on the results of a

Akihide Kasaiらは、日本の瀬戸内海の燧灘におけ

study of the formation of oxygen‑poor water masses

る貧酸素水塊の形成に関する研究成果を発表した。20

in Hiuchi‑nada in the Seto Inland Sea. This presentation

年以上の溶存酸素（DO）の測定データと2002年に実施

showed the current status of oxygen depletion caused

された現地観測の結果から、底層に停滞する冷水塊に

by stagnant cold‑water masses in the bottom layer,

よってもたらされる貧酸素化の実態を示した。

based on measurements of dissolved oxygen （DO）
conducted for more than 20 years and site monitoring
conducted in 2002.
Han Baoxin et al reported on the current status

Han Baoxinらは、中国南部のDaya Bayにおける

of the water quality environment in Daya Bay in

水質環境の 現状について 報告した 。広東省のDaya

south China. The coastal regions of Daya Bay in

Bay沿岸は古くから自然公園地域で漁業資源が豊富で

Guangdong Province have been a natural park with

ある一方、10年以上にわたる都市開発、工業開発によっ

abundant fishing resources, but the presentation

て重金属汚染が進んでいる実態が示された。

showed that there has been progressive pollution by
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heavy metals resulting from urban and industrial
development over a period of ten years or more.
Wijarn Simachaya reported on water quality

Wijarn Simachayaはタイの４つの主要河川におけ

management policies in four major rivers in Thailand.

る水質管理政策について報告した。タイ政府の

The presentation reported on efforts by the Pollution

Pollution Control Departmentの10年以上にわたる水

Control Department of the Thai government over a

質汚染対策の取り組み、とくに行政区域を越えた対策

period of ten years or more to deal with water pollution,

や非点源対策など近年の進展が報告された。

focusing in particular on the progress in recent years

5

in efforts extending over multiple administrative
sectors and non‑point source measures.
Pornsook Chongprasith reported on the development

Pornsook Chongprasithは、水質の長期観測データ

of coastal water quality indicators by the Pollution

の解析に基づいて、タイ政府Pollution Control Depa

Control Department of the Thai government, based

rtmentが行っている沿岸水質指標の開発について報

on an analysis of long‑term water quality monitoring

告した。

data.

P.K.Mohantyらは、インド東部のChillika Lagoon

comprehensive observations and monitoring of the

の環境について総合的な観測、モニタリング結果を紹

environment of Chillika Lagoon in the eastern part

介した。極めて浅い汽水湖の微妙な環境変化の実態と

of India. The report covered the current status of

環境修復プロジェクトの状況が報告された。

subtle environmental changes in this extremely shallow
brackish lake and the status of an environmental
restoration project.
All of these were extremely interesting presentations

全ての発表は、各地の水質環境の現状を示す非常に

showing the current status of water quality environments

興味深いものであった。また、各国で水質・水環境保

in each region. Moreover, the reports demonstrated

全のために科学的、制度的な努力がされていることが

that scientific and administrative efforts to improve

報告され、途上国においても行政、民間、調査・研究

water quality and water environments are underway

各レベルで環境保全の取り組みが進んでいることが理

in each country, and that environmental management

解された。発表の後には多くの質問が出され、活発な

efforts are progressing even in developing countries

意見交換が行われた。

at each level （governmental, private citizen and
survey / research）. There were many questions and
an active exchange of views after each presentation.

１．Recovery of Shijimi Clam in Lake Tougho ‑ Water quality in the lake
Kunihiko Yonehara , Isao Yoshida , Masayoshi Harada , Kiitiro Sitizyo, Toshinori
Fukui, and Shinpei Furuta （Japan）
２．Longterm variation in nutrient concentrations in Eastern Seto Inland Sea, Japan
Toshinori Takashi and Tateki Fujiwara （Japan）
３． Change of water environment during two decades in the Sea of Harima, the
Eastern Seto Inland Sea, Japan
Yukio Komai, Hajime Miyazaki, Kazuo Fujita, Takafumi Arisawa, and Kaoru Tada
（Japan）
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４．Sea‑truth of coastal waters using satellite‑derived data in Hokkaido
Ryuji Fukuyama, Kazuh Hamahara, Buheaosier, and Sei‑chi Saitoh（Japan）
５．Formation mechanism of the hypoxic water in Hiuchi‑Nada, Seto Inland Sea,
Japan
Akihide Kasai, Hiroshi Takeda, and Tatsuo Yamada （Japan）
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６．The current & historical assessment of the water environment quality status in
Daya Bay
Han Baoxin, Lai Zhigang, Peng Haijun, and Cai Xingde （China）
７．The decade of water quality and its management in four major rivers, Thailand
Wijarn Simachaya （Thailand）

−Technical Sessions−

８．Marine water quality index for Thailand
Pornsook Chongprasith, Marut Suksomjit, and Piya Surasa （Thailand）
９．Water quality monitoring in Chilka, a tropical coastal lagoon
P. K. Mohanty and U.S. Panda （India）
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海岸工学

Coastal Engineering

座

長：エルダール・オーザン
‥

C h a i r：Erdal Ozhan

（トルコ中東工科大学）

Middle East Technical University, Turkey

5
Three presentations were scheduled and given in
this session.

このセッションでは３つのプレゼンテーションが行

The first presentation was not really

a coastal engineering report .

われ、最初のプレゼンテーションは海岸工学の報告で

The subject was

はなく、その主題は外海に面した水域と、囲いのある

comparison of the growth of eel grass in exposed

水域でのアマモの成長比較であった。他の２つは、海

and protected（confined）water bodies. The remaining

岸浸食の問題とタイにおける海岸浸食管理についてで

two papers addressed the issue of coastal erosion

あった。

Coastal erosion in the Gulf of Thailand is an important

タイ湾の海岸浸食は川のダム建設やその他海岸域で

phenomenon which has been accelerated by daming

の人間の活動、気候変化及び海面上昇により加速され

of rivers, other human activities in the coastal zone,

た重要な現象である。海岸浸食は単に物理的な現象で

climate change and sea level rise.

はないので、その管理には包括的なアプローチが必要

Coastal erosion

is not just a physical phenomenon.

Therefore, a

となる。

comprehensive approach is necessary for its management.
When coastal erosion takes place in numerous locations,

多くの場所で海岸浸食が起きる場合、緊急性に応じ

it would be useful to rank the erosion prone areas

て、ランク付けすることが大事であり、ランク付けす

with respect to urgency of management. The ranking

る際には、環境面、文化面、社会経済面の要因ととも

scheme should consider the rate of erosion, as well

に浸食速度を考慮すべきである。

as environmental, cultural, and socio‑economic factors.
There does not exist a simple strategy or solutions
for coastal erosion .

海岸浸食に対する単純な戦略、解決策は存在しない。

A variety of solutions and

strategies should be considered.

様々な解決策、戦略が検討されるべきである。注意し

Attention should

なければならないことは、社会経済と環境上の要因、

be paid to socio‑economic and environmental factors,

既存の法規制及び地域社会の参加である。

existing laws, regulations, and community involvement.
The best way to address coastal erosion issue is

海岸浸食問題に取り組む最良の方法は、統合的沿岸

to give it a place in the wider concern of integrated

管理の中でより広い関心を持って海岸浸食問題に対応

coastal management.

していくことである。
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１．Effects of breakwater construction on the distribution of transplanted eelgrass
bed （Zostera marina L.）
Kenji Sugimoto , Kiyonori Hiraoka , Hitoshi Tamaki , Toshinobu Terawaki , and
Mitsumasa Okada （Japan）
２．Management of coastal erosion in historical beaches
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Nawarat Krairapanond, Sutat Weesakul, Mana Patarapanich, and Suphat Vongvisesso
（Thailand）
３．Coastal erosion impact along the Gulf of Thailand
Niran Chaimanee, Sin Sinsakul, and Suwat Tiyapairach （Thailand）

−Technical Sessions−
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陸域活動による沿岸海洋環境への影響

Impacts of Land‑Based Activities on Coastal Marine Environment

座

長：ジェーン・ニシダ

（PADCO Inc）

C h a i r：Jane T. Nishida

Planning and Development Collaborative
International, USA
（チュラロンコン大学）

スピチャイ タンチャイトロン
Co‑chair：Supichai Tangjaitrong

Chulalongkorn University, Thailand

日本/中国

JAPAN/CHINA
Seto Inland Sea has varied impacts from anthropogenic
and oceanic nutrients into the ecosystem.

瀬戸内海は、その生態系に流入する人為的あるいは
海外油田来の栄養塩から、さまざまな影響を受けてい
る。人間の活動によって影響を受けた地域の水質への

activities can be changed by water quality management.

影響は水質管理によって変更することができる。

Although much attention has been made to the

東京湾の富栄養化に対する合流式下水道越流水の氾

effects of combined sewerage overflow to eutrophication

濫の影響に注目が集まったが、東京湾への栄養塩負荷

in Tokyo Bay, the concrete contribution of eventual

に占める合流水式下水道処理の具体的な割合を明らか

CSO to the total load of nutrients to Tokyo Bay

にすることはできていない。

cannot be proven.
The behaviors of pathogens and molecular markers

糞便性及び化学汚染に関係する病原体及び分子マー

related to fecal and chemical contamination were

カーの挙動が、東京湾の合流式下水道の越流の発生後

investigated after combined sewer overflow events in

に調査されたが、腸内ウィルスの存在はこれらのバク

Tokyo Bay, but the presence of enteric viruses was

テリア指標との相関性はなかった。

not significantly correlated with these bacterial indicators.
Research in Yangtze River suggests that if high

揚子江における研究は、高解像度衛星データが１年

resolution satellite data are available through the

を通じて利用可能であれば、東シナ海に流入する汚染

whole season or year the pollutant loads flowing into

負荷は容易に推定できることが示唆された。

the East China Sea could be easily estimated.

インド/バングラデッシュ

INDIA/BANGLADESH
Research in Cochin , India found that a strong

インドのコーチンにおける研究において、河口域に

negative correlation between salinity and nutrients

おける塩分と栄養塩濃度に強い負の相関が見られたこ

within the estuary indicate that nutrient levels are

とから、栄養塩濃度は上流部での排水によって決定さ

controlled by upstream discharge.

れることが明らかになった。

An increased delivery of fresh water and nutrients

海と湖の水位差が最大になる雨季には南西インド沿

into the coastal zone of Southwest India can be

岸域へ真水と栄養塩が大量に供給される。

expected during monsoon season when the hydraulic
level difference between the sea and lake is at the
maximum.
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quality impacts from regions influenced by human
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Exploitation of shrimp fishery in Bangladesh poses

バングラデッシュにおけるエビ漁業の開発は長期リ

a long term risk and future management include ban

スクと、フライフィッシングの禁止や環境にやさしい

of fry fishing , eco ‑friendly shrimp farming , and

エビ養殖及び環境教育の強化を含む将来の沿岸域管理

enhanced environmental education.

の必要性を提起している。
タイ

THAILAND

5

Using Landsat TM satellite data, the distribution

ランドサットTM衛星データを使用して、浮遊して

patterns of suspended sediments were investigated

いる堆積物の分布パターンが調査され、タイにおける

and found that coastal reclamation in Thailand has

海岸埋立が湾の両側の浸食及び堆積を引き起こしたこ

caused erosion and accretion along both sides of the

とが判明した。
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Nitrogen , phosphorous , and heavy metals as

家庭排水に含まれる富栄養化物質としての窒素、リ

eutrophication substances in domestic wastewater can

ン、そして重金属はタイの沿岸域に影響を及ぼすが、

have negative impact on coastal waters in Thailand,

陸域においては有用であり、農業において再生可能な

but can be valuable on land and be regarded as a

資源と見なすことができる。

renewable resource in agriculture.

１．The impact of anthropogenic and oceanic nutrients on the ecosystem of the Seto
Inland Sea
Shiho Kobayashi and Tateki Fujiwara （Japan）
２．Estimation of freshwater discharge and pollutant loads from Yangtze River to
the East China Sea using satellite data
Kaiqin Xu, Jiqun Zhang, and Masataka Watanabe （Japan）
３．Effects of storm water on water quality of Tokyo Bay
Hideaki Maki, Hiroyuki Sekiguchi, Hiwatari Takehiko, Hiroshi Koshikawa, Kunio
Kohata, Masao Yamazaki, Haruo Ando, and Masataka Watanabe （Japan）
４． Effect of coastal reclamation on the distribution of suspended sediment and
coastline changes at Map Ta Phut by remote sensing
Absornsuda Siripong and Maetavee Nualla‑Ong （Thailand）
５． Health of Cochin backwater system （west coast of India）‑ Distribution and
mechanisms of trace metal and nutrient controls
K. K. Balachandran, Thresiamma Joseph, Maheswari Nair, and Joseph P. S（India）
６．Environmental risk assessment of marine shrimp fishery in Bangladesh
Md. Mahbub Alam （Bangladesh）
７．Nutrients rich ground water injections to Arabian Sea ‑ Role in coastal nutrient
dynamics
Balachandran K. K., Joseph T., and Paimpillil J.S. （India）
８．Impacts of nitrogen and heavy metals in domestic wastewater on coastal environment
Orawan Siriratpiriya （Thailand）
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未解決及び新たな環境問題

Persistent and Emerging Environmental Problems

座
長：川井 浩史
C h a i r：Hiroshi Kawai
センチャン・リンジラカン
Co‑chair：Sangchan Limjirakarn

（神戸大学）
Kobe University, Japan
（チュラロンコン大学）
Chulalongkorn University, Thailand

There were three presentations in this session.
Gullaya Wattayakom reported on the status of pollution

このセッションでは３件の発表が行われた。
Gullaya Wattayakornは、タイTha Chin Estuary

by PAH, POPs and so on in the Tha Chin Estuary,

における 工業地帯 からの 排水 の 影響 による PAH や

Thailand , as a result of drainage from industrial

POPｓなどによる汚染状況を報告した。

S. Premjith et al reported on the problem of the

Premjith, S.らはインドの沿岸漁業における機械

conflicts between mechanized fishing and fishermen

化された漁業と伝統的漁法を用いる漁民の利害の衝突

using traditional fishing techniques in coastal fishing

や乱獲などの問題と、それに対する漁業者自らによる

activities in India, in addition to overexploitation and

資源管理の取り組みを報告した。

other problems. Efforts at resource management on
the part of fishery operators themselves were also
presented.
Takao Gotoh reported on climatic changes, such

Takao Gotohは日本の瀬戸内海沿岸域における平均

as the rise in the average temperature, in the coastal

気温の上昇などの気候の変化を報告した。これら沿岸

zones of the Seto Inland Sea. These presentations on

域の汚染、漁業の直面する問題および沿岸域の気候に

pollution in coastal zones, problems facing the fishing

関する発表は、沿岸域における解決の困難な問題や汚

industry and the climate in coastal zones were extremely

染に新たな視点を与える非常に興味深いものであった。

interesting in that they provided a new perspective
on difficult ‑ to ‑ resolve problems and pollution in
coastal zones.

１．Contamination of toxic substances in the Tha Chin Estuary, Thailand
Gullaya Wattayakorn （Thailand）
２．Responsible fishing in India ‑ Self induced conservation package initiatives from
fisherfolk
Premjith, S., Ananth, P.N., and P. Natarajan （India）
３．Rosing of air temperature and reducing of humidity in the coastal areas of Seto
Inside Sea, Japan, during 50 years since postwar
Takao Gotoh （Japan）
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赤潮のモニタリングと予測
Monitoring and Prediction of Redtides

座

長：三村

信男

（茨城大学）

C h a i r：Nobuo Mimura

Ibaraki University, Japan

タイタウォーン・ルートウイッタヤープラシット
（チュラロンコン大学）

5

Co‑chair：Thaithaworn Lerdwithayaprasith
Chulalongkorn University, Thailand
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This session featured two presentations relating to

このセッションでは赤潮の予測に関する２つの発表
が行われた。

predicting red tides.

−Technical Sessions−

Dr. Mitsuru Hayashi et al developed a numerical

Dr. Mitsuru Hayashiらは、日本の大阪湾における

model for red tides in Osaka Bay. The output from

赤潮を対象にして数値モデルを開発した。このモデル

the model, which is unique in that it incorporates

には、シリカ（silicate）が取り込まれているのが特徴

silicate, was compared to the results of monitoring.

であり、モデルの出力結果を観測結果と比較した。

Dr. Tamiji Yamamoto et al pointed out the possibility

Dr.Tamiji Yamamotoらは、ダムの貯水によって

that nutrient salts will be trapped in dam reservoirs,

栄養塩がトラップされ、沿岸域への流入が減少する可

reducing inflow to coastal zones. A model was used

能性を指摘した。その結果、沿岸海域での植物プラン

to study the possibility that changes are occurring in
the configuration of phytoplankton species in coastal

クトンの種の構成に変化が生じる可能性をモデルを用

regions as a result of this phenomenon.

いて検討した。

Although both of the presentations in this session

このセッションでの発表は、２件とも日本の瀬戸内

dealt with the Seto Inland Sea, the occurrence of

海を対象にしたものであったが、赤潮の発生は広くア

red tides is a phenomenon that occurs throughout

ジア地域の沿岸海域に広がっているため、観測と予測

coastal regions in Asia, and so research into monitoring

技術に関する研究は今後一層重要になる。

and prediction techniques will undoubtedly become
more and more important in the future.

１．Numerical ecosystem model of red tide in Osaka Bay including silicate
Hayashi Mitsuru, Tetsuo Yanagi, and Akira Harashima （Japan）
２．Proposal for new estuarine ecosystem management by discharge control of dams
Tamiji Yamamoto, Kenji Tarutani, and Osamu Matsuda （Japan）
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新技術

New Technologies

座

長：楠井 隆史

（富山県立大学短期大学部）

C h a i r：Takashi Kusui

Toyama Prefectural University, Japan

ソムキヤット・ピヤティラティティウォラクン （チュラロンコン大学）
Co‑chair：Somkiat Piyatiratitivorakul

Chulalongkorn University, Thailand

６つの論文発表が午前の部に行われた。そのうち２
件が生物指標有機物、すなわちエビにおける遺伝子マー

in penaeid shrimp and estrogenic response in fishes.

カーと魚類におけるエストロゲン反応に関するもので

Three papers were environmental waste reduction
techniques; use of reed's constructed wetland for water

あった。また、３件は環境中の汚染物質の低域技術、
すなわち水質浄化のためのヨシを用いた人工湿地、環

purification , SiO sol‑ gel matrix as environmental
2

境モニタリングのためのSiO ゾル・ゲル･マトリック
2

monitoring and absorption and porous carrier from

スの利用、および窒素、リンなどの栄養塩抑制のため

blast furnace slag and artificial zeolite for suppression
of water nutrients （N&P）.

の多孔質吸着担体としての高炉スラグと人工ゼオライ

One paper described a

management technology of factory wastewater and

トの利用に関するものであった。もう一件は、工場排

rainwater treatments with biological, chemical and

水と雨水の工場内での再利用のための生物的、化学的、

physical processes for reuse in the factory.

物理的プロセスを備えた水処理技術について述べた。

１．Molecular genetic markers as a tool for conservation and broodstock management
of Penaeid shrimps
Sirawut Klinbunga, Bavornluck Khamnamtong, Anchalee Tassanakajon, and Piamsak
Menasveta （Thailand）
２．Water purification properties of the constructed wetland
Hiroaki Morita （Japan）
３．Sol‑gel based immunochemical monitoring of environmental contaminants
Miriam Altstein and Alisa Bronshtein （Israel）
４． Suppression of nutrient release by porous carrier of blast furnace slag and
artificial zeolite
Yuki Kono, Yasunori Kozuki, Kengo Kurata , Olfa Khelifi, Masato Takeda, and
Hitoshi Murakami （Japan）
５．Estrogenic responses in juveniles of Sea Bass （Lates calcarifer, Bloch）, Milkfish （
Chanos chanos）, and Mullet （Mugil vaigiensis）
Narongsak Puanglarp, Chansawang Ngampongsai, and Piamsak Menasveta（Thailand）
６．A no waste water plant with minimum city water supply utilizing and recycling
rain water
Somchet Koomsorn, Mitsuo Kikuchi, Shinichiro Nishimura, Minoru Miyano, Morio
Sumimoto, Sotohiro Maruyama, Hiroshi Izumi, and Tadanori Azuma （Thailand）

91

技
術
セ
ッ
シ
ョ
ン
−Technical Sessions−

Six papers were presented in the morning section.
Two papers involved in biomarkers; genetic markers
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５−９

沿岸生態系管理と環境保護

Management of Coastal Ecosystems and Environmental Protection

座

長：松田

治

（広島大学）

C h a i r：Osamu Matsuda

Hiroshima University, Japan

5
The first presenter, Sukree Hajisamae, introduced

最初の発表者である Sukree Hajisamae はタイ・
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術
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ッ
シ
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very characteristic feature of Pattani Bay and also

パタニ湾の特性とユニークな活動を紹介した。また、

unique activities in Pattani Bay, Thailand. And then

彼は、パタニ湾の沿岸生態系管理への可能性のある全

he proposed possible holistic approaches to the coastal

体的アプローチを提案した。次に、Ivica Trumbic

ecosystem management of the Bay. And then Ivica

がUNEP優先行動計画の下でのICARM（沿岸域と流域

−Technical Sessions−

Coastal Area and River basin Management） under

Trumbic showed the basic idea if ICARM（Integrated

の統合的管理）の基本的考え方を示し、試験プロジェ
クトとしてのクロアチアのセティーナ川流域での事例

the Priority Action Programme of UNEP and also

研究を紹介した。それは進行中の統合的管理を理解す

introduced the case study at the Cetina River basin

るために非常に役立った。

in Croatia as a pilot project, which helped very much
the understandings of ongoing integrated management.

Bo Riemann は 、 Water Foundation Directive

Bo Riemann introduced the concept of Water
Framework Directive （WFD）and "Ecoregion", both

（EUの水枠組み指令）
とeco‑regionの概念を紹介した。

of which were very comprehensive and informative.

いずれも非常に総合的で有益なものであった。最後に、

And finally Paulo Roberto Castella explained the

Paulo Roberto Castella は、ブラジルにおける沿岸

present condition of the integrated management of

域と海洋の環境の統合的管理の現状について説明した。

coastal and marine environments in Brazil.

これらのプレゼンテーションと議論の結果、個々の

As a result of these presentation and related discussion,
concept and present situation of the "Management of

国や地域で進行中である「沿岸生態系管理と環境保護」

Coastal Ecosystems and Environmental Protection"

の概念及び現状が明らかにされた。これは近い将来、

which is ongoing in the individual country and area

それぞれの国あるいは地域における管理システムの実

were made very clear.

This may contribute much

行及び計画立案に貢献するかもしれない。

to the implementation and planning of the management
system in each country or area in near future.

座

長：ヂャルーン・ニティタムヨン

C h a i r：Charoen Nitithamyong

Chulalongkorn University, Thailand

タイ湾の汚染源は点源及び非点源の両方を含み、汚

Sources of pollution in the Gulf of Thailand include
point and non ‑ point sources .

（チュラロンコン大学）

There are several

染の結果として、様々な影響がある。しかし、環境の

impacts, which are the results of such pollution.

状態の評価への住民参加の強調が重要である。例えば、

However, it is essential to emphasize public involvement

海岸への訪問者である一般大衆が関係するbeach index

in the assessment of the environmental condition.

がある。汚染の点源及び非点源のコントロール手段が

For instance, the beach index, which involves the

提示された。

general public, who are visitors to those beaches.
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The controlling measures for point and non ‑point
sources of pollution are presented.
In general, the overview of coastal zone management

インドの沿岸域管理の概観が、直面している問題と

in India was presented along with the problems,

共に提示された。管理計画は地方政府に委ねられてい

which were encountered.

る。インド、西ベンガル沿岸管理の歴史が詳しく説明

The management plans

were mandated for local governments. The history

された。

of coastal management in West Bengal, India, was

5

elaborated.
In the Gulf of Thailand, the overview of the seagrass

タイ湾では、海草分布の概観が提示された。因果連

distribution was presented. The Causal Chain Analysis

鎖分析を用いてタイ湾の海草藻場がさらされている脅

Technique was utilized to pinpoint the threats imposed

威が正確に示された。一旦根本的原因が判明したら、

on the seagrass beds in the Gulf of Thailand. Once

管理過程で介入が行われる。その分析の詳細が提示さ

the root causes were determined, there were used

れた。

The details of the analysis were presented.

１．Pattani Bay; A perspective of resources exploitation and future challenges
Sukree Hajisamae, Supat Khongpuang, May Mullin, and Carl Grundy‑Warr（Thailand）
２．Integrated Coastal Area and River basin Management（ICARM）: The Cetina River
（Croatia）Case
Ivica Trumbic （Croatia）
３．Implementation of the European water framework directive in the Baltic Sea
ecoregion: Dynamics and function of coastal types
Bo Riemann （Denmark）
４．Integrated management of coastal and marine environments
Paulo Roberto Castella （Brazil）
５．Management tools to tackle coastal pollution in the Gulf of Thailand
Ekachai Praekulvanich and Pornsook Chongprasith （Thailand）
６．Local governance and management in the coastal zone
Raghuram Prasad （India）
７．Causal Chain Analysis and management intervention for seagrass resources in
the Gulf of Thailand
Suvaluck Satumanatpan and Sakanan Plathong （Thailand）
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５−１０

環境の保全と修復

Environmental Conservation and Restoration
座

長：イヴィツァ・トゥルンビッチ
（国連環境計画地中海行動計画優先行動計画地域活動センター）

C h a i r：Ivica Trumbic
Mediterranean Action Plan, United Nations Environment

5

Programme, Priority Actions Programme Regional
Activity Centre, Croatia
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チャードサック・ヴィラパット
Co‑chair：Cherdsak Virapat

International Ocean Institute, Thailand

The session consisted of 11 presentations delivered
by the participants from 6 countries.

（国際海洋研究所タイ支部）

セッションは、６ヶ国から11プレゼンテーションが

−Technical Sessions−

The cases

発表された。発表された事例は、非常にローカルなも

presented ranged from very local solutions to those

のから大規模に実行されるものまで広範囲にわたるも

that could be implemented on a large scale.

のであった。ほとんどの提案は熱帯環境状況（マング

Most

of the proposals presented referred to the tropical

ローブ、エビ池、珊瑚礁）に関するものであり、それ

environment situations （mangroves, shrimp ponds,

ゆえ他の地域では限られた用途のものであった。しか

coral reefs） and were , therefore , of limited use
elsewhere.

しながら、これらの場合のうちのいくつかは、よりグ

Some of these cases, however, could

have a more global significance like, for example,

ローバルな重要性を持っており、例えば大気中の二酸

the development of reforestation technique for

化炭素を固定するための利用として、マングローブ生

rehabilitating mangrove ecosystems aimed at facilitating

態系を再生する再森林化技術開発などがある。特に興

their use as sinks for atmospheric CO . Particularly

味のあるものとして、人工珊瑚礁、魚礁、レクリエー

intriguing was a presentation proposing the use of

ション・センターとして廃棄された石油採掘装置を利

abandoned oilrigs as artificial reefs, fish shelters and

用する提案であった。最近北海でシェルの石油採掘装

recreation centers. Having in mind the controversies

置の使用停止から起きた論争について考えながら、こ

that arose from the recent Shell rig's decommissioning
operation in the North Sea; this proposal should be

の提案は、最大限の注意を払い、かつ石油会社に残余

2

の油を取り除く責任を持たせて行われるべきである。

taken further only with extreme caution and with

他のプレゼンテーションでは、極度に汚染された湾岸

more responsibility for cleaning up the residual oil to
be placed on the oil companies.

を回復している地域のNGO活動について話された。

One presentation

referred to the activities of a local NGO in restoring
the heavily polluted harbor area.
The variety of presentations has shown that

様々なプレゼンテーションにより、沿岸域で直面す

environmental problems encountered in coastal areas

る環境問題が重大であり、これらの問題を軽減するた

are enormous and that there is a great demand for

めの解決策が非常に必要とされていることがわかった。

solutions to be found to mitigate these problems.

プレゼンテーションでは、環境問題を軽減する高度な

The presentations have also shown that while there

技術的解決策の必要があるときに、提案を成功させる

is a need for highly technical solutions to mitigate

ことに興味を持つ利害関係者を幅広く巻き込む必要が

environmental problems, there is also as need for a

あることを示した。非常に微妙な問題に対する最も革

wider involvement of all stakeholders interested that
There is also a lot

新的な解決策を見いだそうとする多くの研究が行われ

of research going in the finding the most innovative

ており、勇気づけられる。しかしながら、もっと多く

solutions to very sensitive issues , and this is an

の一般大衆がこれらの解決策の実行に関与することが

the proposed actions succeed.
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encouraging sign. However, a lot is yet desired to

期待される。

have the general public more involved in implementing
these solutions.

１．Growth of Sonneratia caseolaris after planting at varying water depths of Songkhla
Lake
Noparat Bamroongrugsa and Choathip Purintavaragul （Thailand）
２．On‑site experiments of open‑ and closed‑type artificial tidal flats at inner part
of Osaka Bay
Koji Otsuka, Mamoru Ishigaki, Tomohiro Kuwae, Yoshiyuki Nakamura, Yasunori
Kozuki, and Hideki Ueshima （Japan）
３．Stock recovery program for the Spanish Mackerel in the Seto Inland Sea
Tatsuki Nagai （Japan）

５．New measures for environmental conservation and restoration in enclosed coastal
seas in Japan
Tsutomu Sakagawa （Japan）
６．Development of reforestation technique for rehabilitating mangrove ecosystem's
project ‑ Experiment in abandoned shrimp pond and new mudflats
Sonchai Havanond, Matsui Naohiro, and Nomura Makoto （Thailand）
７．Growth assessment of the three scleractinian coral species transplants in Kauswagan,
Lanao Del Norte, Philippines
Rosalinda B. Cortez and Joy C. Ologuin （Philippines）
８．A comparison between culturing coral fragments in tanks and direct transplantation
on a Singapore reef
Tse‑Lynn Loh and Loke Ming Chou （Singapore）
９．A restoration technique for enclosed coastal seas: Creation of artificial rigs, fish
shelters and recreation centers through utilizing oil rigs
Ibrahim M. Khan and M. R. Islam （Canada）
10.Recovery of Shijimi Clam in Lake Tougho ‑ Control of salt concentration
Toshinori Fukui, Shinpei Furuta, Isao Yoshida, Masayoshi Harada, Kiitiro Sitijyo,
and Kunihiko Yonehara （Japan）
11.The round‑talbe conference about the revival plan at Sanbanze, Tokyo Bay
Satomi Sano, Shirou Sugita, and Kiyoshi Kanaya （Japan）
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４．Development of reforestation technique for rehabilitating mangrove ecosystem's
project ‑ Characteristics of mangrove carbon
Matsui Naohiro, Sonjai Havanond, and Nomura Makoto （Japan）

5
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５−１１

沿岸政策と社会経済的考察

Coastal Policies and Socio‑Economic Considerations

座

長：デヴィッド・キャロル

C h a i r：David A. C. Carroll

（ボルチモア郡環境保護資源保全部）
Department of Environmental Protection

& Resource Management, Baltimore County, USA
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パックトラウィモン・ピヤムルームラート （チュラロンコン大学）
Co‑chair：Paktrawimol Piamlumlert

Chulalongkorn University, Thailand

−Technical Sessions−

This session consisted of three presentations.

このセッションでは３件の発表が行われた。

One presentation was a report on the current

インドからはOrissa州沿岸部の漁業を主とするコミュ

socioeconomic status（demographic composition, education,

ニティの人口構成や教育、衛生など社会経済的な現状

health etc.）of the primarily fishing‑based communities

の報告があり、アメリカからはチェサピーク湾と流域

in coastal areas in the state of Orissa, India.

の環境保全における市民の取り組みが発展している３

The second presentation was a report from the

つの例がbioregionという視点とともに報告された。

United States on progress in three examples of citizen's

また韓国からはMasan湾の環境の現状とその保全に

efforts at environmental management in Chesapeake

おけるNGOや市民の取り組みと、それらNGOや市民

Bay and watershed, including a bioregional perspective.

と行政との協働の現状と課題が報告された。

The third presentation was a report from Korea
on the current status of the environment in Masan

これらの発表は、各地の市民やコミュニティの現状

Bay and NGO and citizen's efforts to preserve this

や、それらによる沿岸域環境問題へのとりくみの重要

environment , as well as the current status and

性と現状を理解し、今後の展開を考えるうえで意義深

problems relating to collaboration between these NGOs

いものであった。

and private citizens and the government.
These presentations were very informative both
from the standpoint of understanding the current
status of citizens and communities in each region,
including the importance and status of efforts by
these citizens and communities to resolve environmental
problems in coastal areas, and from the standpoint
of considering future efforts.

１．Community based socio‑economic study in the coastal zone of Orissa, India
Meera Swain （India）
２．A bio‑regional approach to the Chesapeake Bay: The role of citizen and government
involvement in a watershed‑based program
Jill C. Brewer, Wayne H. Bell, Philip Favero, Eileen McLellan, and Richard Robinson
（United States of America）
３．Is public‑private partnership real or rhetoric in the governance of the Masan
Bay, Korea?
Jung‑Woon Kang （Korea）
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５−１２

コミュニティ−活動による環境管理
Community‑Based Management

座

長：松田

治

（広島大学）

C h a i r：Osamu Matsuda

Hiroshima University, Japan

ワライ・パニ

（チュラロンコン大学）

Co‑chair：Walai Panich

Chulalongkorn University, Thailand

Firstly the latest information of the community

まず、David Nemazieがチェサピーク湾に流れ込

based activities in the watershed of Choptank River

むチョップタンク川の流域でのコミュニティー活動に

flowing into Chesapeake Bay was introduced by

よる環境管理の最新情報を紹介した。続いて、Jane

David Nemazie .

Nishidaはチェサピーク湾と世界のいくつかの地域の

Following to this Jane Nishida

コミュニティー活動による流域の環境管理における対

resolution on the com munity based watershed

立とその解決について大変印象的な話をした。それは

management of Chesapeake Bay and some other

非常に参考になるもので、多くのケースで適用可能で

areas in the world, which were very informative
and applicable to many cases .

ある。Yves Henocqueは、タイで新しく始まったば

Yves Henocque

かりのCHARMプロジェクトについて説明した。

explained about the new CHARM project which was
just started in Thailand.
Nawarat made a presentation on the case study of

Nawaratは、タイ、トラド県におけるコミュニティー

community participation in Trad Province, Thailand.

参加の事例研究のプレゼンテーションを行なった。

And Subrata Maity also introduced the case study

Subrata Mity もまた、インドのマングローブ域での

of conservation activities in the mangrove area of

環境保全活動の事例研究を紹介した。最後に、

India. Finally, Piamsak Menasveta showed the idea

Piamsaku Menasvetaは、CSK（Cooperative Study

of historical development of international cooperative

of the Kuroshio and Adjacent Regions）
からWESTPAC

study from CSK to recent projects including WESTPAC,

を含む最近のプロジェクトまでの国際共同研究の歴史

which helped us to realize the past, present and

的な発展を紹介した。それはアジアと関係地域の国際

future direction of the international cooperative in

協力の過去、現在、未来の方向性を理解する上で有益

Asia and related areas.

であった。
As a whole, the session contributed much to the

全体として、セッションは進行中のコミュニティー

deep understandings of the present status of ongoing

活動による環境管理の現状、その問題と将来展望につ

community based management, its problem and future

いて深く理解することに貢献した。

perspectives.

１．Institutional mechanism for coexistence between artisanal fishers and coastal environment
Jacob D. Raj （India）
２．The use of community‑based stakeholders to determine the strategies for reducing
nutrient loads to the Choptank River and Chesapeake Bay, USA
David A. Nemazie, Robert C. Wieland, Kenneth W. Staver, Susan Phelps‑Larcher,
and Jamie Baxter （United States of America）
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made a very impressive talk on the conflict and its

5

EMECS2003

３．Community based watershed management: Conflict prevention and resolution
Jane T. Nishida （Untied States of America）
４．CHARM: Coastal Habitats and Resources Management ‑ A national co‑management
initiative in Thailand
Yves Henocque, Somsak Pramokchutima, Wimol Jantrarotai, Adisorn Promthep,

5
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Heiko Seilert , Kiattisak Kasamepunkul , Jate Pimoljinda , Damrong Silpachai ,
Chongkolnee Chamchang, Mantana Piromnim, and Kamonpan Awaiwanont（Thailand）
５．Community participation in the pilot study of coral reef zoning in Trad Province,
Thailand
Thamasak Yeemin , Nawarat Kraipanond, Mingkwan Thornsirikul, and Pattarin

−Technical Sessions−

Sanghaisuk （Thailand）
６．Conservation and management of mangrove ecosystem of Indian Sunderbans ‑
People's participation
Subrata Maity （India）
７．Cooperative Study of the Kurishio and adjacent regions（CSK）and its impact on
fisheries development in some parts of the Western Pacific
Piamsak Menasveta （Thailand）
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５−１３

法の規定と意味

Legal Requirements and Implications

座

長：オラワン・シリラットピリヤー

C h a i r：Orawan Siriratpiriya

（チュラロンコン大学）

Chulalongkorn University, Thailand

5
Professor McLaughlin discussed the legal system

McLaughlinは、現在の海洋遺伝子資源の商業化を

currently governing the commercialization of marine

管理している法制度について発表した。まず、どのよ

genetic resources.

After first examining how the

うに生物探査過程が機能しているか考察した後、海洋

bioprospecting process works, he then discussed the

遺伝子資源管理に対する現在の"早い者勝ち"的なアプ

current rule of capture approach to managing marine

ローチについて話した。その後、海底石油やガス、国

genetic resources. He then proposed a new management

際的な河川、移住する野生生物など所有権の確定しに
くい資源を管理する際に使用されるアプローチに似た

managing fugacious resources such as offshore oil

新しい管理アプローチを提案した。

and gas, international rivers, and migratory wildlife.
The legal status of the marine resources is very

海洋資源のおかれた法的地位は、私たちの惑星の将

critical for the future of our planet. The concept of

来にとってきわめて重大である。人類の共同遺産の概

common heritage of mankind and the promising ideas

念及び前途有望なアイデアが、新たな展望と協調性の

open new horizons and cooperative future, but currently

ある未来を切り開く。しかし現在、私たちは現状に関

we cannot be that much optimistic about the current

してあまり楽観的になることはできない。

situation.

１．Managing transboundary marine genetic resources in enclosed coastal seas
Richard J. McLaughlin （United States of America）
２．Legal status of the marine resources under the "Constitution of Oceans"
Sule Gunes （Turkey）
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５−１４

ツーリズム影響とエコツーリズム
Tourism Pressure and Ecotourism

座

長：渡辺

正孝

（国立環境研究所）

C h a i r：Masataka Watanabe
National Institute of Environmental Studies, Japan
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タヴィヴォンセ・スリブリ
Co‑chair：Thavivongse Sriburi

1.

（チュラロンコン大学）
Chulalongkorn University, Thailand

−Technical Sessions−

The concept of tourism carrying capacity

１． ツーリズム環境容量（TCC）の概念は、現在及

（TCC）is proposed as the maximum number of

び将来のツーリズムの需要と訪問者の満足を充足

visitors that can be accepted in order to meet

させるために受け入れられる訪問者の最大数とし

current and future tourism demand and increase

て提案される。まず、観光資源は、自然生態学的

visitor's satisfaction.

First, tourism resources

資源（自己再生可能）
、歴史文化財（再生不能）
とし

has been analyzed as natural ecological resource

て分析され数学的経済分析が適用された。広島県

（self‑renewable capability）and historical‑cultural

の宮島と瀬戸田町が事例研究の場所として選ばれ、

resources （non‑renewable）, and mathematical
economic analysis was applied.

これらの町への訪問者数の比較が行われた。

Miyajima and

Setoda towns in Hiroshima Prefecture, Japan,

TCCは評価、経済面、地理的側面に関連する

were selected as case study sites and visitor

社会面の結果として変化することがわかった。し

arrivals to these towns were compared.

かしながら、沿岸の価値のような環境上の価値が

It was found that TCC changes as a result of

無視されていたため、聴衆からTCCに環境上の

social aspect related to valuations , economic

パラメーターを含める必要性についてコメントが

aspects, and geographical aspect.

あった。

However,

environmental values, such as coastal values ,
are neglected and the audience commented the
necessity of including environmental parameters
in TCC.
2.

２． 地域における認識を理解し、その分析結果を

Questionnaires for the residents and the tourists
in Rayong Province have been conducted in order

Mannai Island 地区の地域計画に利用するため、

to understand local perception and make use of

Rayong 県において居住者と観光客用アンケート

these analyses to the regional planning in the

が実施された。漁業従事者と観光産業従事者にとっ

Mannai Island areas.

ての10年間の自然環境変化、10年間の経済状況変

Natural environment change in 10 years ,

化、10年間の漁獲高、そして最も重要な環境問題

economic condition change in 10 years, fish catch

が分析された。アンケート結果の統計処理と研究

in 10 years and most important environmental

対象地域に対するいくつかの質問があったが、結

problems were analyzed among the fishing

論については明らかには述べられなかった。

household and workers of tourism industry .
There were several questions concerning about
statistics of questionnaires and study site and
the conclusion was not clearly stated.
3.

３． 瀬戸内海の保護が、産業革命、豊島問題、オリー

Preservation of the Seto Inland Sea was discussed
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based on industrial revolution, Teshima Island

ブ植林プロジェクト、淡路夢舞台に基づいて議論

problem, olive‑tree planting project and Awaji

された。環境教育、エコツーリズムによる瀬戸内

dream‑stage. The author proposed the restoration

海の自然再生と、エコミュージアムの建設が提案

of nature in the Seto Inland Sea through

された。

environmental education and ecotourism , and
construction of Ecomuseum was proposed.
4.

In order to evaluate the goods and services

４． 沿岸から供給される品物、サービスを評価する

provided by the coast , questionnaires were

ためのアンケートが、ポーランドの３つの海岸と

conducted in three beaches in Poland and one

地中海の１つの海岸で実施された。それは海岸の

beach in the Mediterranean Sea.

価値に関する大変興味深い社会学的分析だった。

It was very

interesting sociological analysis about the value

また 、海岸 についてのアンケ ー トでの 認識 は

of beaches and it was found that perceptions

Costanzaによる科学的な評価とは全く異なり、

derived from questionnaires about beaches are

両分析結果間のギャップは、この方法による生態

quite different from scientific evaluation given by
suggest the difficulty in evaluation of ecosystem
services by this methods.

１． Sustainable tourism and tourism carrying capacity: The case analysis of the
Miyajima and Setoda Towns in Japan
Hidetomo Saito and Tsunekazu Toda （Japan）
２．The current situation of tourism and the possibility of developing ecotourism in
the Mannai Island areas, Thailand
Junichi Okuyama, Kanokwan Boonhai, Panumard Boonmee, Somchai Mananunsap,
Mickmin Charuchinda, and Nobuaki Arai （Japan）
３．Preservation of the Inland Sea through environmental education and
eco‑tourism
Akira Sumino （Japan）
４．Man‑induced disturbance of the coastal sandy beach system ‑ The conflict area
between tourism and biodiversity?
Marcin Filip Jedrzejczak （Italy）
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系サービスの評価の難しさを物語っている。

Costanza and the gap between the analysis will
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５−１５

沿岸資源の成長、開発、利用

Growth, Development, and Utilization of Coastal Resource

座

長：高山

進

（三重大学）

C h a i r：Susumu Takayama

Mie University, Japan

ソーラウィット・パオトンスック

5
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Co‑chair：Sorawit Powtongsook

（タイ国立科学技術開発機構）

National Science and Technology
Development Agency （NSTDA）, Thailand

−Technical Sessions−

A presentation by Dr. Sorawit Powtongsook from

タイのSorawit Powtongsookのプレゼンテーション

Thailand illustrated the closed recirculating seawater

では、魚とエビ養殖のための閉鎖循環式海水システム

system for fish and shrimp culture and was addressed

が解説され、タイでの持続可能な水産養殖に対する展

as a promise for sustainable aquaculture in Thailand.

望について検討された。これには、池の中の水質を維

This included tow research projects that using

持するために硝化バイオフィルターを使用する２つの

nitrification biofilter to maintain the water quality in
the ponds .

研究プロジェクトが含まれていた。タイのOraporn

The last presentation was by Dr .

Oraporn Muenpol from Thailand.

Muenpol が最後のプレゼンテーションを行った。水

She showed the

槽で飼育する親エビの成熟を改善するために特別に造

possibility of using special formulated feed to improve
maturation of shrimp broodstock growing in the tanks.

られたエサを使用する可能性が示された。これは飼育

This is a part of the research programme in order

状態のエビのライフ・サイクルを完全なものとするこ

to complete shrimp life‑cycle in captive condition and

とで、海域で捕獲する天然の親エビを減らすための研

reduce the need of natural broodstock caught from

究プログラムの一環である。

the sea.

１．Production of marine shrimp in the outdoor pond with closed recirculating seawater
system: A promise for sustainable aquaculture in Thailand
Sorawit Powtongsook, Mutita Wutikumpoln, Sutikarn Suti, Chompunut Chairatana,
Chansawang Ngampongsai, Somkiat Piyateratitivorakul, and Piamsak Menasveta
（Thailand）
２．Development of practical diet for maturation improvement of Penaeus Monodon
Oraporn Meunpol, Parinya Leelahanon, Panadda Meejing, and Somkiat Piyatiratitivorakul
（Thailand）
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５−１６

沿岸域での教育的側面

Educational Aspects of Coastal Zone

座

長：ベン・ヤンソン

（ストックホルム大学）

C h a i r：Bengt‑Owe Jansson

Stockholm University, Sweden

クンワン・ジャンタラショート
Co‑chair：Kungwan Juntarashote

（カセサート大学）
Kasetsart University, Thailand

沿岸域での教育的側面は、日本、アメリカ、タイ、

by speakers from Japan, USA, Thailand, India and
Philippines. The key issues that presented are:

インド、フィリピンからの参加者によってプレゼンテー

1.NGOs and local community should have more roles

１．NGOと地域コミュニティーは、公式、非公式双

ションが行われた。提起された主要課題は次のとおり
である。

in education both formal and informal .

NGOs

方の教育でのより多くの役割を持つべきである。

should w ork in close cooperation with local

NGOは、地域コミュニティー及び教育機関と綿

communities and educational institutions.

密に協力して働くべきである。

2.Interdisciplinary and multidisciplinary curriculum

２．ふさわしい教育の各要素で構成された学際的・総

comprised of appropriate educational modules should

合的なカリキュラムが、沿岸環境、資源保護及び

be developed for coastal environment and resources

資源回復のために開発されるべきである。

protection and recovering.
3.Children can learn various things in their hometown

３．こども達は学習過程に気づかない間に故郷で様々

while they are unconscious of the process of learning

なことを学習することができる。故郷は本質的に

and hometown has in itself a strong educational

そこに住んでいる人々を育てる強い教育力を持っ

power to foster the people living there.

ている。

4.In order to maintain coastal environment quality

４．沿岸環境質、持続可能な沿岸資源の利用を維持す

and sustainable use of coastal resources, a sufficient

るために、十分な数の沿岸管理者、科学教師、沿

number of coastal managers, science teachers and

岸居住者がその能力を増加させるため訓練される

coastal dwellers should be trained for increasing

べきである。

their capability.

１．Non‑government educational activities in the Seto Inland Sea Area
Hideki Kaya （Japan）
２．Green Eggs and Sand
Patricia I. Chambers, Cindy Grove, and Gary Kraemer （United States of America）
３．Development of environmental awareness through environmental education program
: A case of coastal areas
Walai Panich （Thailand）
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The educational aspects of coastal zone are presented

5

EMECS2003

４．"A Geography of Human Life" and our environmental education
Iio Yoshiyuki （Japan）
５．Creating a buffer to demonstrate reduced nutrient levels
Patricia Chambers （United States of American）

5
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６．Coastal environmental programs in the making of a coastal manager
Alungal N. Balchand （India）
７．Science teachers and coastal dwellers perceptions on mangrove biodiversity conservation
Jimmy Tevar Masagca （Philippines）

−Technical Sessions−
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６−１

ポスター発表一覧

List of Poster Presentations

１．Analysis of food web in eelgrass bed of Mitsukuchi Bay, Seto Inland Sea, Japan, by carbon and nitrogen
stable isotope ratios
Akira Hoshika, Sachiko Ishida, Yasufumi Mishima, and Noriyuki Takai
２．The influence of a large diatom（Cosciodiscus wailesii）variability on the water quality in coastal water,

6

the Seto Inland Sea, Japan
Akira Ono, Kuninao Tada, and Kazuhiko Ichimi

Dusit Srivilai, Thaithaworn Lirdwitayaprasit, and Sompop Rungsupha
４．Potential usage of remote sensing data in monitoring the behavior of shore drift along the Senegalese
coast: Senegal River Estuary following the dam construction
Fall Ousmane, Hori Nobuyaki, and Daichi Nakayama
５．Characteristics of vertical profile of nutrients in Tokyo Bay, Japan
Haruo Ando, Masao Yamazaki, Hisako Ogura, and Hiromi Mizuo
６．150 years of contamination history of mercury in recipient bay of human activity in Osaka, Japan
Hideo Yamazaki, Kenji Doi, Kazutoshi Sawada, Yuko Sakaguti, and Shusaku Yoshikawa
７．Attempted removal of eutrophicating nutrients in the Port of Amagasaki, Osaka Bay, by cultivating

ー

Chabang area
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３．Species and abundance of dinoflagellate cysts in the surface sediment of Ang Sila, Si Racha, and Laem

賞

Hiroshi Kawai, Akihisa Miyagawa, and Yusuhiro Ushihara
８．Is the condition of water environment of Tokyo Bay improved?
Hisako Ogura, Haruo Ando, Nobuhisa Kashiwagi, Katsuyuki Ninomiya, and Masao Yamazaki
９．Settlement and recruitment of a sea urchin, Diadema setosum, and implications for coral reef management
in the Gulf of Thailand
Jamrearn Buaruang and Thamasak Yeemin
10．Red tide outbreak of a noxious flagellate Karenia mikimotoi（dinophyceae）in Hiketa Bay in the Seto Inland
Sea, Japan: The comparison of environmental conditions between a red tide occurrence year and a non‑
occurrence year
Kazuhiko Ichimi, Kazuhiro Miyao, and Shigeru Montani
11．Development of new technology on hydrogen peroxide removal using catalase immobilized by polyelectrolyte
complex
Kazuo Kondo, Michiaki Matsumoto, and Koji Suenami
12．The environmental change of Hiroshima Bay judged by the use of rocky shore organisms as bioindicator
Kentaro Imamura and Naomi Fujisaki
13．Primary production structure and energy flow of coastal ecosystems in Aki‑Nada along the coast of the
Shikoku Island, Japan
Koji Omori, Ryo Fukumoto, Noboru Okuda, and Kenji Yoshino
14．Monitoring of Noctiluca red tide using a satellite image
Kuninao Tada and Tomoyuki Ishida
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15．Faunal interactions with stranded wrack on the Polish sandy beach
Marcin Filip J drzejczak
16．Contribution of enclosed coastal sea to tidal river with dissolved oxygen
Kondo Masaaki
17．Distribution of organometals in Osaka Bay, Japan
Mika Yamada, Koshi Yamamoto, Yasuhiro Ushihara, and Hiroshi Kawai
18．Effect of increasing seawater intrusion on the phototrophs in a brackish lake, Lake Hamana, Japan,
revealed by sedimentary photosynthetic pigments
Nobuyasu Itoh, Yukinori Tani, Takayuki Nagatani, and Mitsuyuki Soma

6

19．Use of Nile Tilapia Oreochromis niloticus and Spilulina platensis as nutrients control for low salinity shrimp
culture
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Nungruthai Khomsao and Somkiat Piyatiratitivorakul
20．Plant terpene as an inducer for trichloroethylene（TCE）biodegradation and bioremediation
Oramas Sutthinun and Ekawan Luepromchai
21．Water and sediment quality assessment in a tropical mangrove estuary
Santosh Kumar Sarkar, Pravakar Mishra, and Hideshige Takada
22．Tracing the impact of a yellowtail （Seriola quinqueradiata） cage farm on the water quality in the Seto
Inland Sea, Japan
Sarawut Srithongouthai, Yoshihiro Maeda, Kinanao Tada, and Shigeru Montani
23．Influence of sand mining on the population density of eelgrass in the Seto Inland Sea, Japan
Satoru Takahashi, Ichiro Yuasa, and Kazuo Murakami
24．Water quality assessment for aquaculture activities in Bangpakong River Basin

−Poster Session & Best Poster Awards−

Somhathai Wattanamongkol, Pornsook Chongprasith, and Pornsri Prarakkamo
25．About the prediction of redtides in the Seto Inland Sea
Takenobu Koyama
26．Influences from the ocean maintaining the aquacultural environment in Uwa Sea, Japan
Takeshi Kohama, Yuichi Hayami, Tsuneyoshi Koizumi, Atsushi Kaneda, and Hidetaka Takeoka
27．Maintenance mechanisms of scleractinian coral communities at Koh Ram Ra, Gulf of Thailand
Thamasak Yeemin, Nisit Ruangsawang, Saiprateep Asa, and Makamas Sutthacheep
28．Degradation and recovery of coral communities at a tourist spot, Koh Tao, Gulf of Thailand
Thamasak Yeemin, Parnhathai Nopchinwong, Rattika Pettongma, Wichanan Phongsri, and Chaipichit
Saenghaisook
29．Temporal variability and nutrient budgets in the Bangpakong Estuary, Thailand
Thanomsak Boonphakdee and Tateki Fujiwara
30．Denitrification and nitrogen fixation in tidal flats and shallow coastal areas in Hiroshima Bay, Japan
Tohru Seiki and Etsuji Date
31．Decrease of small economically important marine fish in trash fish landed at Ang‑Sila Pier, Chonburi
Province
Wimon Hemachandra
32．Importance of shell attached organic matter for oyster food source in Hiroshima Bay, Seto Inland Sea
Yasufumi Mishima, Masato Tokuoka, and Akira Hoshika
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６−２

ベストポスター賞
Best Poster Award

瀬戸内海沿岸海域における大型珪藻Coscinodiscus wailesiiの水質諸要因へ
の影響
The influence of a large diatom（Coscinodiscus wailesii）variability on
the water quality in a coastal water, the Seto Inland Sea, Japan

6
香川大学農学部生命機能科学科 小野哲、多田邦尚、一見和彦
AKIRA ONO, KUNINAO TADA. AND KAZUHIKO ICHIMI
Department of Life Sciences, Faculty of Agriculture, Kagawa University, Japan
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６−３

ベストポスター賞

第 ２位

Second Poster Award

雨季と乾季によって変わるバンパコン川河口域（タイ国）の栄養塩収支
Temporal Variability of Nutrient Budgets in the Bangpakong River
Estuary, Thailand
タノムサク ブンパクディー１,２ 藤原建紀１

6

THANOMSAK BOONPHAKDEE１,２ AND TATEKI FUJIWARA１
京都大学大学院農学研究科

２

ブラパ大学理学部

１

Fisheries and Environmental Oceanography Laboratory, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan

２
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Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University, Thailand

ポ
ス
タ

ー

１

賞
−Poster Session & Best Poster Awards−
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６−４

ベストポスタ ー賞選考 について

Vote for Best Poster Awards

ベストポスター賞選考委員会

松田 治 委員長
Dr. Osamu Matsuda
Chair, EMECS 2003 Award Selecting Committee

6

for Poster Session
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Good afternoon Ladies and Gentlemen, it is my

ご出席の皆さん、こんにちは。こうしてポスターの
優秀作品の選考結果を皆様にご報告できることは、と
ても光栄なことです。

great pleasure to inform you of the result of the
selection of the best posters.
As the Chair of the Award Selecting Committee

−Poster Session & Best Poster Awards−

ポスター選考委員会（EMECS 2003）の委員長と
して、まずはじめに優秀作品の選考プロセスをお伝え
します。
選考委員は５名からなり、ベン・ヤンソン博士（ス
ウェーデン）
、デヴィッド・キャロル博士（米国）
、イ
ヴィッツア・トゥルンビッチ博士（クロアチア）
、そ
していつも我々がそのファーストネームからドクター
・ソムキヤットと呼んでいるソムキヤット・ピヤティ
ラティティウォラクン博士（タイ）
、加えて私こと松
田（日本）が、優秀作品２点を選考しました。

for Poster Session, EMECS 2003, I'd like to introduce
you firstly to the selection processes for the outstand‑
ing poster.
Five evaluators, those are Dr. Bengt‑Owe Jansson
from Sweden, Dr. David Carroll from the US, Dr.
Ivica Tru m bic fro m Croatia and Dr . So m kiat
Piyateratitivorakul, Somkiat is his first name, but
usually we say Dr. Somkiat, from Thailand, and I,
myself, Matsuda from Japan, selected the best two
posters.
Actually, it was not easy work to select only the

実のところ、数多くの優れたポスターが発表された

two best posters , because there are so many

ため、２点だけ優秀発表を選び出すという作業は至難

excellent posters . But finally , we selected two ,

の業でした。しかし最終的に、主にグラフィックな表

mainly from the viewpoint of quality of graphics,

現、科学的価値、研究の独創性、エメックス活動への

scientific value , originality of the research , and

貢献度の観点から、２点を選り抜きました。

contribution to EMECS activities.
And now, I'd like to present the title of the second

それでは、第２位の賞状を授与したいと存じます。

prize . T he title is ; 'T e m poral V ariability and

題名は、
「雨季と乾季によって変わるバンパコン川河

Nutrient Budgets in the Bangpakong River Estuary,

口域（タイ国）の栄養塩収支」
、発表者はタノムサク

Thailand,' presented by Mr. Thanomsak Boonphakdee

・ブンパクディー氏（タイ）と共著者である藤原建紀

from Thailand and co‑authored by Dr. Tateki Fujiwara.

博士です。おめでとうございます（拍手）
。タノムサ

Congratulations （applause）.

ク氏は、タイ国チョンブリ県にあるブラバ大学で講師

Mr. Thanomsak is a

lecturer at Burapha University, which is located in

を務めています。

Chonburi Province, Thailand.
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And the title of the poster which won the first

続きまして、最優秀賞を勝ち取りましたポスターの

prize is, 'The Influence of a Large Diatom（Coscinodiscus

題 名 は 、「 瀬 戸 内 海 沿 岸 海 域 に お け る 大 型 珪 藻

wailesii）Variability on the Water Quality in Coastal
Water, the Seto Inland Sea, Japan, presented by

（Coscinodiscus wailesii）の水質諸要因への影響」
、
発表者は小野哲氏、多田邦尚博士、一見和彦博士です。

Mr. Akira Ono, Dr. Kuninao Tada and Dr. Kazuhiko

。
おめでとうございます（拍手）

Ichimi. Congratulations（applause）.

小野氏とタノムサク氏、壇上までおいでくださいま
すか。

Mr. Ono and Mr. Thanomsak, would you proceed
to the stage?

'Outstanding Poster Presentation' at EMECS 2003.
To Thanomsak and Tateki Fujiwara. Unfortunately,
Mr. Thanomsak isn't here, right? So we shall give
it to a substitute representative. So this is given in
the name of Dr. Piamsak Menasveta, Chairman of
the Programme Subcommittee and Chair of the
Poster Evaluation Committee , Osamu Matsuda .
Congratulations（applause）.
I've forgotten a very important thing; the award
includes 4000 Baht for the second prize! And Mr.
Ono, OK?

Poster Presentation' presented to Akira Ono, Kuninao
T ada , and K azuhiko Ichimi with 8000 Baht .
Congratulations!（applause）.
Thank you very much for your attention and
cooperation. Thank you.
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次に、副賞賞金8,000バーツを添えて、最優秀賞で
ある賞状を、小野哲氏、多田邦尚博士、一見和彦博士
。
に授与いたします。おめでとうございます（拍手）

This is the first prize award certificate for 'Outstanding

6

ー

これが、タノムサク氏と藤原建紀氏に授与されます
「エメックス2003における傑出したポスター発表」の
第２位の賞状です。残念ながら、タノムサク氏は会場
にいらっしゃらないようですね。では、代理の方に授
与することにいたします。プログラム部会長であるピ
アムサック・メナサウェイド博士とポスター選考委員
会委員長である松田治の名において、賞状を贈呈いた
。
します。おめでとうございます（拍手）
一つ大切なことを忘れました。この賞には、副賞と
して4,000バーツの賞金も授与されます！ 小野氏、
よろしいですか。

ー

So this is the second prize award certificate for
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７−１

総括報告

Concluding Report

EMECS 2003 国際組織委員会
チュラロンコン大学

プログラム部会

科学部長・教授

ピアムサック・メナサウェイド
Dr. Piamsak Minasveta

部会長

Chair, EMECS 2003 Program Sub‑Committee

７
ご来賓の同僚の皆様ならびにご列席の皆様、こんに

Good afternoon. I am pleased to report to you that

ちは。エメックス2003には、ご登録の日数が一日、二

会

approximately 600 participants have attended and

日の方もいらっしゃいましたが、延べ約600名の参加

式

participated in EMECS 2003, although these figures

者があったことを謹んで発表いたします。今年は、世

include one day and two day registrations. This year

界23ヵ国から代表者が集われました。

−Closing Ceremony−

閉

Distinguished Colleagues, Ladies and Gentlemen,

the participants represented 23 countries from
all over the world.
Altogether we had 20 sessions, which can be
categorized into three groups; the Special Sessions,

れらは、特別セッション、ディスカッション・フォー

the Discussion Forum and the Technical Sessions.

ラム、技術セッションの３つのグループに分かれまし

The Special Sessions included the Gulf of Thailand

た。特別セッションの中には、
「タイ湾」と「アジア

and the Asia‑Pacific Forum. The Discussion Forum

太平洋フォーラム」が含まれました。ディスカッショ

included the NGO Forum and EMECS Schools and

ン・フォーラムには、
「NGOフォーラム」
、
「青少年国

Students Partnership programme. The themes of the

際環境教育交流」プログラムが盛り込まれました。こ

sessions encompassed the majority of the themes we

れらセッションのテーマでは、我々が最初に提案した

had originally proposed. There were altogether 16

テーマの大多数が取り上げられました。技術セッショ

technical sessions. They included both scientific and

ンは、全部で16設けられ、閉鎖性海域の科学的側面と

management aspects of enclosed coastal seas. Among

管理的側面の双方が論じられました。これらのセッショ

these there were 100 oral presentations and 50 poster

ンでは、100の口頭発表と50のポスター発表が行われ

今回は、総じて20のセッションを設けましたが、こ

presentations. We elected a panel of judges for poster

ました。各ポスターの選考・評価のためのポスター選

evaluation and we will be presenting the awards for

考委員を選出し、この後まもなくして１位と２位の優

the first and second prizes shortly after this.

秀作品２点に賞が授与される予定です。

Upon reviewing the reports gathered from the

各議長から寄せられた全セッションの報告書を見直

chairpersons of all sessions we arrived at the following
impressions:

した結果、我々は次のような印象を受けるに至りまし
た。

First, we recognise the following problems in the
enclosed coastal seas: conflicts over resource utilisation

あるということを認識しました。漁業の観点からの資

in terms of fisheries, tourism and seabed exploitation,

源活用にまつわる利害衝突、ツーリズムと海底の搾取、

pollution problems resulting from land‑based sources

海水位の上昇によって引き起こされるかもしれない海

第一に、閉鎖性海域においては、次のような問題が

and coastal erosion, which may result from the rising
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岸侵食と陸域に端を発する公害問題、また、いまだに
トップダウン（上意下達）方式に基づいている法規に

sea‑level, and policy‑related issues regarding the laws
and regulations, which still use the top‑down style.

関わる政策関連の諸問題です。

Second point. To deal with such problems, integrated
strategic management plans involving public participation

二点目。こうした諸問題に取り組むには、統合的な
沿岸域管理が必要です。この中には、ボトムアップ

with special emphasis on the bottom ‑up concept,

（下意上達型）の概念を特に強調した市民参加の戦略

community based and the ecosystem based management

的な管理計画、コミュニティーに根ざしなおかつ生態

and improvement of research, which serves as the
basis of the rational management of coastal resources.

系に基づく管理、そして沿岸資源の合理的な管理の基
本として役立つ研究のの改善が含まれてます。

Third point. In addition, we believe environmental

三点目。さらに我々は、統合的な沿岸域管理の成功

coastal zone management is necessary. This includes

７
閉

education is essential for the success of integrated

には環境教育が不可欠であると信じています。

coastal zone management.
And the fourth point. Most of all, we encourage

そして四点目。とりわけ我々は、共有の閉鎖性海域
に関する国境を越えた諸問題に取り組む上で、国際協

the involvement of international agencies in order to

力を推進するために国際機関が関与するよう働きかけ

promote cooperation among countries in dealing with

ます。

会

the transboundary issues pertaining to shared enclosed

式

coastal seas.

−Closing Ceremony−

Those four points were our impressions.

以上の四点が我々の受けた印象でした。

Well, that would be all for the report. Thank you

これで私の報告を終了します。ご清聴いただき感謝

for your kind attention and your contribution to

すると同時に、エメックス2003への皆様のご貢献に御

EMECS 2003. Thank you.

礼申しあげます。ありがとうございました。
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７−２

バンコク宣言採択

Adoption of Bangkok Declaration

バンコク宣言起草委員会

ウェイン・ベル 委員長
Dr. Wayne H. Bell
Chair, EMECS 2003 Bangkok Declaration Drafting Committee

７
皆さん、こんにちは。こうしてまたお目にかかれる

before you again, this time with the draft of the

ことを喜ばしく思います。今回は、第６回世界閉鎖性

会

Conference Declaration in hand, which we will call

海域環境保全会議（EMECS 2003）の「バンコク宣

式

the Bangkok Declaration for Environmental Management

言」と称する「会議宣言」の草案を持参しました。

−Closing Ceremony−

閉

Good afternoon everyone and it's good to be back

of Enclosed Coastal Seas, EMECS 2003.
Before I read the document and open its contents

この宣言文書を拝読しその内容を開示して討論に入

for discussion, let me make just a couple of preliminary

る前に、いくつかの予備的な見解を発言します。まず

remarks. First of all, even after we adopt this, the

はじめに、この文書を最終案として採択した後でも、

document itself in its final wording can still be viewed

さらに草案として再審査にかけられる可能性がありま

as a draft. If we do adopt this document, we adopt

す。採択に至った場合には、その内容と一般的な趣旨

its content and its general import. We have received

を採択することになります。すでに２つのコメントが

a couple of comments, both of which I've been able

寄せられており、そのどちらも私が多少の修正を加え

to incorporate with minor revisions to the text, and

て本文に盛り込むことができましたので、これから読

in the version I read to you there'll be slight differences

み上げる文書は、修正のため多少の相違がみられるか

because of that, but we would like very much to

と思いますが、この宣言文書が皆様のお気持ちとご意

have this document represent your feelings and your

見を代弁するものであることを強く願う次第です。

opinions.

夜遅くに文書を起草され、皆様が本当に充実した時

When you draft a document late at night and you

間を共に過ごされ、新しい題材について学ばれ、新情

have people really having a wonderful time learning

報を聞き知り、最終セッションのこの段階まで貢献し

new material and learning new information and

続けたということを思えば、皆様のご意見に対し我々

continuing to make contributions right up until the

が慎重に配慮していくことは極めて重要です。

final sessions, it's very important that we be sensitive
to your input.

続きまして、現段階での草案内容を発表します。

Here is the draft as it currently stands.

（バンコク宣言草案朗読）

（Dr. Bell reads aloud the draft of the Bangkok
Declaration here.）

ご清聴ありがとうございました。

Are there any comments? I would like to open the

何かご意見等はございますか？ この場をお借りし

floor to discussion.

て質疑応答に入りたいと存じます。キャロル氏。

Mr. Carroll.
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Audience 1: （Question inaudible）

聴衆１：（聞き取り不能）

Dr . Bell: Thank you . The suggestion was in

ベル博士：ありがとうございます。提案は、項目３

numbered item three, the last sentence. Basically to
remove the word "lost," and to be more positive in

の最後の文章に関するものでした。基本的に「失われ
た」という用語を削除し、我々が伝えたいことをより

what we wish to convey and I certainly agree with

前向きに推し進めるにあたって、私もその意見に確か

that. That was my intent.
what environmental educators are calling 'ecophobia,'

に同意します。それが私の意向でした。
この件の一部は、地球的規模で達成可能な解決策を
若者達に実際に与えずに、我々が世界の諸問題を若者

the idea that we burden our young people with the

達に負わせているという考え方である、環境教育者達

problems of the world without really giving them

が「環境恐怖症」と呼んでいるものを排除することに
関係しています。私が思うには、その一部を彼らがまっ

Part of this whole thing has to do with avoiding

solutions that they can effect globally. I think that

７
閉

this is very much consistent to remove that 'lost

たく気にかけたことがないという、
「失われた好奇心」
を取り除くこと、そして好奇心を伝えることにしっか

sense of wonder', some of which they've never seen,
and to convey that sense of wonder . Those are

会

words of course of Rachel Carson. They are I think

りと密着しています。もちろんこの言葉は、レイチェ
ル・カースンが語ったものです。とても重要なことだ

式

very important, so I accept that.

と思いますので、同感です。

−Closing Ceremony−

Yes?

なんでしょうか。

Audience. 2: Thank you. I found the words 'working

聴衆２：ありがとうございます。
「共存活動の圏域」

I've heard this word. I'd like to know what this word

という用語が３回使われていますが、このような言葉
を耳にするのは今回がはじめてのことです。この言葉

means, and if this is a new word, we should avoid

の意味を知りたいのと、もしこれが新しい用語でした

using new words for many people to misunderstand.

ら、多くの人たちが誤解しないように、新しい用語を
使用すべきでないと思います。これが私の第一のポイ

landscapes' used three times, but this is the first time

This is my first point.

ントです。

And on the second page, item four, this declaration
stresses the role of science and technology beyond

また２ページ目の項目４で、この宣言は、新しい情

providing new information, and science and engineering

報を提供すること以上の意味を持つ科学と技術の役割
を強調しており、科学と工学技術が社会の通訳である
べきだとしています。科学の役割をこのように強調す

should be an interpreter for society. I'm very much
glad to have this emphasis on the role of science

ることを非常に嬉しく思いますし、このような考え方
を強く支持したいと思います。

and I greatly support this idea.
In addition to that, in the final paragraph; this

またこの他にも、最終段落では、学生の参加で示さ
れたエメックスの新たな試みと進展が論じられていま

paragraph mentions the new attempt and progress
of EMECS showing student participation. I again

す。改めて私は、この行事の発想を強く支持いたしま
す。大変ありがとうございました。

strongly support the notion of this event. Thank you
very much.
Dr. Bell: Thank you very much. We have decided
if we keep the 'working landscapes' terminology we

ベル博士： どうもありがとう。我々は、この「共
存活動の圏域」という用語を使用し続けるとなれば、

were going to put it in quotations, and that I think

それにクオテーション・マークを付けるということを

that we'll work to try to define it better. I tried to

決めており、その意味をもっと分かりやすく定義する

do this 'in progress,' if you will. What we are trying
to convey here is a sense that we are not just preserving

ように努力していこうと考えています。皆様にその意
思ある限り、私はこれを「現在進行形」で進めるよう

and setting aside, that the landscapes that we are

努めました。ここで我々が伝えようとしていることは、

talking about are places where people actually work

ただ単に環境を保全し蓄えているのではないという意

and gain profit from, if you will, and certainly gain

識であり、話題にしている圏域とは、人が実際に働き、

120

EMECS2003

subsistence economically, and other ways as well.

その意思があれば、利益を上げ、経済的な生活の糧や
別の手段も得ている場所だということです。いうまで

The best examples on a landscape, of course, might
be such things as farming, agriculture, also forestry

もなく、圏域を最もよく表す事例とは、農場、農園、
そして森林などであり、ひいては漁場も、まるで動物

and by extension our fisheries are also working
landscapes because, in fact, we gain economic benefit
from the use of those resources, as opposed to just

園や公園であるかのようにただ取っておくのではなく、
事実上それらの資源の利用から経済的な利得を得てい

setting them aside as if they were a zoo or a park.

ることが、共存活動の圏域なのです。

We are trying to come around to realising that

人間は自然体系を破壊している侵略者であるという

instead of man being an intruder who upsets natural
systems, that we have co‑evolved with our coastal

認識ではなく、長期間にわたり沿岸域と共に発展して
きたので、人類は実際同じ自然体系の一部であるとい

landscapes for so very long that we are really part

う認識で我々は取り組んでいます。そして「自然のま

７

of that same system. And words like "pristine" no

まの」という言葉は、沿岸環境の多くでは、もはや本
当の意味をもたなくなっています。私は、我々がこの

閉

ことについて多少なりとも取り組む必要があると考え
ています。なぜかと言えば、エメックスはこの概念を

会

longer have real meaning in many of our coastal
environments. I think we need to work with that a
little bit because it may be that EMECS would be

世界中に紹介するための素晴らしい場であること、そ
しておそらく次回の会議までには、この用語が新しい

and perhaps it will no longer be a new word, maybe
by the next conference. So, let's see if we can do

ものではなくなっているでしょう。それでは、うまく
やれるかどうか様子を見たいと思います。

it correctly.
Thank you very much for your support on the other

他の２つの概念へのご支援に大変感謝します。これ

two concepts. Those have the unanimous endorsement

らについては、草案委員会で満場一致で是認されまし

of the drafting committee and I'm delighted to know

たので、皆様が同感であると知り喜ばしい限りです。

that others feel the same way.
I have received two written comments and they

私は、二つの意見書を受け取っており、そのどちら

are both incorporated into this. One that dealt with

「合流式
もここに組み入れてあります。その一つは、
下水道の越流水」にまつわる用語を付け加えることを

adding terminology involved 'combined sewer overflow'.
I've changed that to 'storm water' and incorporated

論じたものです。私はこれを「雨水」に変えて本文に
盛り込みましたが、その理由は私の見解によれば、こ

that into the text, since that, as I understand it, is
t h e e m p h a si s h e r e ‑ o n e o f t h e n e g a ti v e

れが管理されていない開発の芳しくない結果の一つで
あるとして、強調されているものだからです。

consequences of uncontrolled development.
The second has to do with not including NGOs in

二つ目の意見は、６番目の段落、具体的には１ペー

the sixth paragraph, specifically at the bottom of

ジの最終段落にNGOを盛り込まないことに関係した
ものです。私は、最初の文章にある「市民」という語

the first page. Basically , to make sure that that
sense is conveyed correctly , I have replaced the

を「NGO」に置き換えました。これが修正内容のす
べてです。我々が言わんとすることを十分網羅したも

word 'citizens' in the first sentence with 'NGOs'. I
think that's all. That's comprehensive enough for
what we want to say. I thank you very much for

のです。これらの意見に大変感謝すると同時に、意味
を深めながらも変えていないので、我々がこれらの意

those comments and I'm delighted that we were able

見を受け入れることができて嬉しく思っています。

to accommodate them because they enhance the meaning,
they don't change it.
Audience 3: I apologise for going back to the comment

聴衆３： 先の質問者から最初に出された「共存活

initially raised by my predecessor, related to the

動の圏域」に関する意見にまた戻ることをお許しくだ
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a wonderful place to introduce this concept globally,
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"working landscapes." I am very happy that this idea

さい。私は、このような考えが宣言に盛り込まれたこ
とを非常に喜ばしく思っていますが、その訳は、私た

has been brought into the declaration, because it's
a positive approach towards something that we have

ちが普段悪影響をもたらすと考えるようなものに対す
る前向きなアプローチだからです。ただし、英語は私

always considered as having a negative impact .
However, although English is not my mother tongue,

「共存活動の圏域」と
の母国語ではありませんので、
「生産的な圏域」と
いう言葉には違和感を覚えます。

the words 'working landscape' struck some strange
chord. Can we use the words 'productive landscape'?

いう言葉を使えませんか？ それから、繰り返しを防
ぐのに、農場の前にある「生産の場としての」という

And then , in order to avoid repetition , delete
'productive' in front of farms, because farms, by

７
閉

definition, are productive facilities, so we avoid repetition

言葉を削除していただけないでしょうか。というのは、
農場とは、明らかに、生産的な設備でありますから、

of the meaning and of the word.

その意味と言葉の繰り返しが回避されることになります。

Dr. Bell: I like that very much. I don't have a

ベル博士： 素晴らしい意見です。その点に関して

problem at all with that and I think it may internationalize

は何も異存はありませんし、翻訳されてより適切に国
際化するかもしれませんね。このため、この言葉の言

better in translation. So we'll work with the words

会

around that to make sure it fits the text. But I think

式

the intention that you are suggesting is good.

い回しについては検討し、本文に適合するかどうか確
かめたいところです。それにしても、あなたの提案の

−Closing Ceremony−

意図には感心しました。
Yes?

はい？

Audience 4: Thank you very much for answering
my request. I wanted to add the word 'NGO' to this

聴衆４： 質問に応じていただきありがとうござい
ます。私は「NGO」という用語をこの文書に付け加

document. You explained that the word 'citizens'

「市民」という言葉
えたかったのです。ご説明では、

contains NGOs, but I think 'citizens' and 'NGOs' are

には「NGO」が含まれているということでしたが、
「市民」は個人的なものであり、
「市民」と「NGO」

different concepts because 'the citizens' are personal.
Citizen action is personal action, but an NGO is an

はそれぞれ異なる概念だと考えます。市民の活動は個
人的な活動であり、NGOとは団体です。ですから、

organisation. So, I think both citizens' and NGOs'
activities are very important, so please add, I think,

市民とNGO双方の活動はとても重要であるため、草
案に変更を加えることができるのでしたら、項目１に

in item number one 'the role of the NGO is very
important', if you can change the manuscript. Thank

「NGOの役割はとても重要である」と加えていただ
きたいのですが。ありがとうございました。

you.
Dr. Bell: Thank you, thank you very much. As

ベル博士： それはどうもありがとう。アメリカ風

we say in the United States 'no problem'（laughter）.

「ノー・プロブレム」です（笑い）
。あり
にいうなら、

Thank you.

がとう。

Audience 5: Well, I also like the words 'working

聴衆５： ええと、
「共存活動の圏域」という言葉
が私も好きですが、エメックスのために、なんという

landscape,' but for the sake of EMECS shouldn't we
say , at some place at least , working 'land and

かせめて、共存活動の「陸域と海景」という言葉に言
いかえられませんか？

seascapes'?
Dr Bell: Interesting.

ベル博士： 面白い。

Audience 5: And I suggest don't equate farming

聴衆５： また、農場と共存活動の陸域と海景を同

with working land and seascapes too much. It is

一視しすぎないように提案します。それは大切なこと

important, but we should also remember all the functions

ですが、自然体系のすべての機能が、多くの点で人間
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of natural systems supporting, in many various ways,

社会を支えているということも留意すべきです。

human society.
Dr Bell: Thank you . That harks back to the

ベル博士： ありがとう。今のお話は、たとえ話を

Antalya Declaration where we introduced seascapes

通じて海景を導入したアンタルヤ宣言を思い起こさせ
るものです。私がやろうと考えていることは、
「生産

through an allegory. What I'm thinking of doing is
to use the 'productive landscapes' and then use

の場としての圏域」を使い、その後ろにかっこで囲っ
て、その言葉を「共存活動の陸の圏域と海の圏域」と

parentheses after that to define it as 'working land
and seascapes' and then we can use the term again

定義し、後でこの用語を使えるようにすることで、同
じことを繰り返して言う必要をなくすということです。

later, so that we don't have to repeat ourselves.
But I like that very much, and I agree with you
that that again enhances our meaning very much.

それにしても、非常に気に入りましたし、これで意味
がまた一層深まるということで貴方の意見に賛同しま

We can do that.

す。できるでしょう。

What I'm hearing is that the general intent and

私が今聞いていることは、一般的な意図ならびに科

some of the conclusions concerning the roles of

学の役割、地域コミュニティーの役割、教育の役割に
関するいくつかの結論が、この話し合いをうまく乗り

science, the role of local communities and the role

切りつつあることと、神戸で最初にスタートしてから
この閉鎖性海域環境保全会議と共に我々が進んできた

and that I think these are significantly different from
previous EMECS declarations that carry forward

方向を進展させる前回までのエメックス宣言と大幅に
異なるということです。多くの点で、分岐点に差しか

where we have been going with this environmental
management of enclosed coastal seas since we first

かり、心に刻まれたということでしょう。他にご意見
ある方は？

met in Kobe. Up the watershed and into the heart,
in many ways.
Are there others?
Well, could I hear a motion from the floor that,

それでは、この修正版を採択する我々の意向につい
て、然るべく議場に諮りたいと存じます。提議したい

to the intent that we adopt this resolution, as revised,
and we'll certainly work on that. Is there anyone

方はいらっしゃいますか？キャロル氏が提議しました。
この提議に賛成の方はおられますか？オーザン教授、

who would like to so move? Mr. Carroll has moved.
Would someone like to second that motion? Professor

ありがとうございます。
では、修正版が議場に諮られましたので、
「第６回

Ozhan, thank you very much.
It's been moved that, as revised, we the delegates

世界閉鎖性海域環境保全会議EMECS2003」の本閉会
式の代表出席者は、
「バンコク宣言」を採択するよう

present at the closing ceremony of the Environmental
Management of Enclosed Coastal Seas: EMECS 2003,

提議します。賛成の方は「アイ」と発言してください。

have moved to adopt the Bangkok Declaration. All

反対はございませんか？どうやら満場一致で賛成のよ
うです。皆様に、深く深く感謝いたします。

in favor, please say "Aye." Are there any opposition?
It appears that we are unanimous. Thank you all
very, very much.
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of education are surviving this discussion very nicely
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次回開催地代表挨拶

Welcome Address to Next Conference

ハル大学

ジャンポール・デュクロトワ
Dr. Jean‑Paul Ducrotoy

名誉教授

Professor Emeritus, The University of Hull

７
閉

御列席の皆さま。ここで次回のEMECS会議を発表
できることを非常に嬉しく思います。次回会議となる

Ladies and Gentlemen. It's a great pleasure and

会

privilege to be able to announce the next EMECS

式

conference. This next conference, EMECS 7, will take
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place in 2006. It will be co‑organized by the Estuarine

EMECS ７は2006年に行われます。Estuarine and
Coastal Sciences Association（河口沿岸科学協会）

and Coastal Sciences Association and will be held at

が主催者となり、フランスのカーン大学で開催されます。

the University of Caen in France.

フランスのカーン市で開催される会議の時期として

May 2006 is the month that has been chosen by the

委員会は2006年の５月を選びました。

committee for this conference to be held in the city of
Caen in France.

テーマとして「閉鎖性海域・我々共通の責任」が提

The theme that has been suggested is the theme of
"Enclosed Coastal Seas−Our Joint Responsibility." Possi‑

案されています。

ble themes to be included in this conference are shown

会議で議論される可能性のあるテーマはこのスライド
の通りです。

in this slide.

まず、
「コミュニケーションのチャレンジ。全地球

First, "The communication challenge. Putting what
we do in the global context."

的視野で考える私たちの行動」
、
「生態学的平等性とそ
の政策を支える経済手段」
、
「政策決定者のための統合

"Ecological equality

and economic instruments to support these policies."
involvement and co‑development." "Sustainability and

ツール」
、
「コミュニティの参加と共同開発」
、
「持続可
能性と人々の意識」
、そして最後に「ネットワーキン

awareness." And the last one is "Networking and

グと21世紀の教育」です。

"Integrative tools for policy‑makers." "Community

21st century Education."
Within this general theme of joint responsibility, an

このような共同責任という一般的なテーマの中にお

interdisciplinary approach will be kept, of course. This

いても、学際的アプローチが取られることはもちろん
です。共同責任というテーマは様々な学問分野を包含

theme of joint responsibility encompasses different
philosophy, that the environment belongs to all and

するものですが、それらはいずれも同じ哲学を持って
います。それは、環境というものが、全ての生き物に

that we share responsibility for its sustainable use and

属するもので、人類は未来の世代のためにそれを持続

protection for the benefit of future generations.

可能な形で利用し、保護する責任があるというという
ことです。

disciplines but these disciplines all have the same

繰り返しますが、重要なことは学際性です。地域の

As I mentioned, a key element is interdisciplinarity−
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integrating management and environmental awareness

参加により、管理と環境意識を統合することです。し
たがってアプローチとしては、地域的なものから世界

by local participation. Therefore, clearly our approach
will be multi‑scale, from the local to the global and
clearly it will be interdisciplinary, relying on the

的なものまでの多元的なものであるとともに、純粋な
科学だけでなく政策決定や教育をも包含する学際的な

straight sciences but also encompassing policy

ものとなることは明らかです。

making and education.
Why coming to Europe? Well, Europe is a special
environment; there are many civilizations, in particular

なぜ欧州で行なうのか。それは、欧州が特別な環境
だからです。そこには多くの文明があり、特に北海と
イギリス海峡周辺では教育と文化が異なる発展を遂げ

around the North Sea and The English Channel,
where education and culture have developed in a
different way. The environment, I'm sure, would be

ています。このような環境は、ここタイで見たのとは
非常に異なるという意味で、ここにお集まりの皆さま

of interest to many people in this room, as being

にも興味深いものだと思います。そして、先ほど言い

７

very different to what we have seen here in Thailand.

ましたように、北海とイギリス海峡は2つの非常に重

And as I said , the North Sea and The English

要な閉鎖性海域です。

閉
会

Channel are two very important enclosed coastal seas.

式
私たちは「学校教育パートナーシップ」の非常に有

of the Schools Education Partnership, and let's hope

益な経験を次回の会議でも実施するつもりです。そし

the next conference, this will develop and we will

て次回の会議ではそれがさらに発展し、もっと多くの

be able to invite even more school children and more

児童生徒や地元コミュニティーからの参加が可能とな

members of local communities. This is something I

ることを希望しています。この点では、皆さまのご協

will rely on your help to build together and in 2

力が必要です。そして２年半後にはEMECSという枠

years and a half I hope we have altogether managed

組みの中に、新しい参加者を迎え入れていることを希

to bring new people into the framework of EMECS.

望しております。

The location, definitely another difficult name to

開催地のカーン、私の名前同様、発音が難しいです

pronounce! It's not just my name that is difficult to

が、カーンはフランスの北西、パリとほぼ同じ緯度に

pronounce! Caen is in northwestern France, as you

あり、パリの西、ノルマンディー地方のカルバドス県

can see, level with Paris, to the west of Paris, and

にあります。ちょうどここのところです。近くにはノ

the region is Normandy. The 'Department' is Calvados.

ルマンディー海岸があります。りっぱな遺跡や海岸、

Caen is here. Nearby, is the Normandy coast, where

港、そして美しい自然があります。もちろん文化と伝

nice monuments can be found, nice beaches, harbors

統のある場所で、非常に面白い歴史を持っています。

and natural beauty spots. Culture and heritage are,

演劇は音楽と並んで主要な文化活動の一つですし、食

of course, present, and history is very interesting in

べ物もフランス文明の一側面として興味深いものがあ

the area. Theater is one the main cultural activities,

ります。

together with music. Food is another interesting

会議の紹介が少しフランス的な側面に偏ってしまっ

aspect of the French civilization.

たかも知れませんが、私としては次回の会議はより欧

I'm sorry if I have insisted, maybe, on the French

州的なものにしたいと考えております。

aspect of the conference , but I would like this

パリからの交通の便は良く、電車で1時間、飛行機

conference very much to be more European.

ならさらに短時間で行くことができます。そうです。

Transport from Paris is easy. One hour by train

カーンには空港もあるのです。2006年にフランスでお

and less by plane, and there is an airport in Caen.

会いできることを楽しみにしております。

I'm looking forward to seeing you in 2006 in France.
Thank you very much.

ご静聴有り難うございました。
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We intend to renew the very positive experience
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Closing Address

EMECS 2003 国際組織委員会
チュラロンコン大学

運営部会

科学部長・教授

ピアムサック・メナサウェイド
Dr. Piamsak Minasveta

部会長

Chair, EMECS 2003 Program Sub‑Committee
（Dean, Professor of the Faculty of Science,
Chulalongkorn University）
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参加者および御列席の皆様。プロドプラソプ・スラ
スワディ国際組織委員会委員長に代わって、EMECS
2003の開催にご協力いただきました全ての皆様に心よ
りお礼を申し上げます。私自身、会議の結果に大いに

Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen.

会

On behalf of the Chair of the International Organizing

式

Committee, Dr. Plodprasop Suraswadi, I'd like to

−Closing Ceremony−

express my sincere thanks to all of you for the kind

満足しておりますし、それは皆様も同じことだと思い
ます。

contributions that you have made to EMECS2003. I'm
very pleased with the outcome of the conference and
hope that all of you have the same opinion as myself.

University, Seub Nakhasathien Foundation, Yad Fon

この機会をお借りし、会議にご協力いただいた諸団
体、具体的にはPEMSEA、APN、UNEP、カセサー
ド大学、アジア工科大学院、タイ王立研究所、ラムハ
ムヘン大学、スー・ナカサティアン財団、ヤドフォン
協会、そしてCU‑Biotec海洋バイオテクノロジー研究

Association, and CU‑Biotec, Marine Biotechnology

ユニットにもお礼を申し上げます。

I would like to take this opportunity to thank all the
collaborating agencies, namely PEMSEA, APN, UNEP,
Kasetsart University, the Asian Institute of Technology,
International Ocean Institute of Thailand, Ramkhamhaeng

Research Unit.
I would like to thank the supporting agencies of
EMECS2003; they are Siam Cement Public Co. Ltd.,

またEMECS2003の共催団体にもお礼を申し上げた
いと思います。歓迎パーティーの主催者となって下さっ

which sponsored the Welcoming Party, Charoen
Generating Authority of Thailand, Thai Airways

たサイアムセメント社、チャルン・ポーカパン・フー
ズ社、タイ国発電公社、タイ航空、タイ国政府観光庁、
そして今夜のお別れパーティーの主催者であるユノカ

International, The Tourism Authority of Thailand, and

ル・タイランド・アンド・パートナーズの諸団体です。

Phokphand Foods Public Co. Ltd., the Electricity

Unocal Thailand and Partners, who will sponsor our
farewell party tonight.

また、チュラロンコン大学海洋科学科と環境研究所
が共同で運営されたEMECS2003事務局にも感謝の意
を表したいと思います。スタッフの皆様はスピチャイ

I would like to express my thanks to the Secretariat
of EMECS2003, which is a combined force between
the Department of Marine Science and the Environmental

・タンジャイトロン事務局長の監督の下、貴重な時間
を投入し、効率的に仕事をして下さいました。

Research Institute of Chulalongkorn University, whose
staff has contributed their valuable time and worked
efficiently under the supervision of the Chief Secretariat,
Dr. Supichai Tangjaitrong.
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My special thanks due to the conference manager,

特に感謝したいのは、本会議のマネジャーでMCを

the MC, Ms. Nontivich Tandavanitj for her hard

務めて下さったノンティヴィッチ・タンダヴァニティ

work, and I know that she burned the midnight oil

女史です。会議の前に何週間も夜遅くまで準備をされ

for several weeks before the conference. Her contribution

ていたのを知っています。会議が成功したのは女史の

resulted in the success of the conference.

おかげと言っても過言ではありません。

Finally, as you know, the conference was organized

最後に、皆様ご承知のように、今回の会議はチュラ

by Chulalongkorn University, The Ministry of Natural

ロンコン大学、タイ国天然資源・環境省、タイ国王立

Resources and Environment, Thailand's Royal Institute,

研究所、そして国際エメックスセンターが中心となっ

and the International EMECS Center.

Therefore,

て開催されました。今回の会議に対する皆様のご協力

I'd like to express my appreciation to them for their

と献身に改めて感謝の意を表したいと思います。有り

corporation and dedication to this conference. Thank

難うございました。

７

you all.

皆様にはぜひ今夜のお別れパーティーにもご参加い

banquet tonight. I guarantee that we'll have great

ただきたいと思います。楽しい集いになることは私が

会

fun . We have a door prize also , so I think that

保証いたします。素敵な賞品も用意しております。ど

式

everyone will get a chance to win the door prize! So,

なたにもチャンスはありますのでぜひご参加ください。

−Closing Ceremony−

閉

I'd like to remind you all to join us for the farewell

see you there.
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Appreciative Address

（財）国際エメックスセンター科学･政策委員会 北海学園大学長

熊本 信夫 委員長
Dr. Nobuo Kumamoto
Chair, Science & Policy Committee, International EMECS Center
（President, Hokkaigakuen University）

７
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本会議に御出席いただいた全ての皆様に感謝の言葉
を述べさせていただくことを特別な光栄に存じます。

Ladies and Gentlemen. It's my special privilege and

会

honor to briefly express my appreciation to all of you,

式

who attended this conference.

−Closing Ceremony−

国際エメッックスセンターの井戸敏三理事長、茅陽

On behalf of Governor Toshizo Ido, Chair of the

一会長に代わって、全ての参加者、支援団体、そして、
プロドプラソプ・スラスワディ国際組織委員会委員長、

Board of Governors , President Yoichi Kaya , of
International EMECS Center, I'd like to express our

Plodprasop Suraswadi, the Chair of the International

ピアムサク・メナサウェイド運営部会委員長、そして
第６回エメックス会議事務局の皆様をはじめとする方
々に心から感謝を申し上げます。本当に有り難うござ

Organizing Committee , and Professor Piamsak

いました。

sincere appreciation to all of you participants, the
supporting organizations, and individuals such as Dr.

Menasveta, Chair of the Executive sub‑Committee,
and members of the Secretariat of this 6th International
EMECS Conference. Thank you very much indeed.

1990年の神戸会議、続く米国バルチモア会議、スウェー

Looking back to previous EMECS conferences, such

デンのストックホルム会議、トルコのアンタルヤ会議、
そして2001年の神戸会議といった過去の会議を振り返

as the Kobe conference in 1990, the Baltimore, USA
conference, the Stockholm, Sweden conference, Antalya
2001, you may find several important suggestions,

りますと、より良い環境、特に日常生活と水の関係に
ついても多くの議論が交わされ、いくつかの重要な提

through numerous discussions , for our better

案がなされてきたことに気づきます。

Turkey conference, and again the Kobe conference in

environment, especially the relation between our daily
life and water problems as well.

エメックスセンターの主な目的は、閉鎖性海域の水
質を守ることですが、ディスカッションの内容は多く

The main objective of the EMECS Center is to protect
the water quality of enclosed coastal seas. The
related problems as well. One of them is, as you know,

の関連する問題にも及びました。その一つが、ご承知
のように、そのような目的のための情報の交換の重要

the importance of exchanges of information for this

性です。過去のエメックス会議の開催において、私た

purpose. From this point, we tried to find the most

ちは、この観点から、最も適した方法を探ろうと試み
てきました。それを通じて、海、河川、湖沼、そして

content of the discussions, however, covered many

appropriate measures for organizing previous EMECS

関連地域の、水の保護に関する情報を交換することが
できました。

conferences, through which we were able to exchange
information concerning the protection of water of sea,
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river, lake, pond and related area.
In addition, I may say that environmental education
for our goals is without doubt, the most important

さらに、私たちの環境を守るという目的のためには、
教育が最も重要な鍵であることは疑いの余地が無いこ

key for protecting our environment.

とを、改めて述べたいと思います。

Of course, you may also recognize, through our

もちろん、多くの組織が幅広く環境教育を促進して
きたことは、過去の報告書からも明らかです。このよ

many previous reports, that environmental education
has been widely promoted by many organizations.

うな環境教育は、将来を担う若い世代によって引き継
がれていかなければなりません。そのような努力が確

Such environmental education should be succeeded
by the young generation who will take the main
responsibility in the future. I feel surely that such

実に実現されてきたことを強く感じますし、今回の会
議では、神戸から参加してくれた高校生による極めて

efforts have been steadily realized and you may see

実り多い発表があったことからも、そのことが伺える

７

that this time by quite fruitful discussion among

と思います。本当に素晴らしい発表であったと思いま
す。

閉

high ‑ school students , who came from Kobe and
participated in this conference I really praise their

会

efforts.

式
もう一つ重要な点を申し上げておきたいのですが、

matter of integration, which relates to the concept

それは統合という問題です。これは関係団体、社会、
事務所、企業、大学などの相互協力という考え方です。

of mutual cooperation among concerned organizations,
societies, offices, companies, universities, and so
forth. Integration in environmental problems shall

環境問題における統合とは、言葉を換えれば、時には
矛盾することがあっても様々な要素を調和させるとい

also be interpreted as a matter of harmonization

う問題に他なりません。

among various elements concerned, even though they
contradict one another sometimes.
Another important area relates to scientific and

もう一つの重要な分野は、科学及び技術的側面に関

technical aspects. Needless to say, communication,

することです。言うまでもなく、過去20年の間に、コ
ミュニケーションや、水質のモニタリングと管理は、

monitoring and management of water for the last
two decades have developed widely and quite rapidly

幅広くしかも急速に発達してきました。それは我々の
努力の結果です。この観点から、私たちは、最先端の

thanks to our efforts . From this point , we shall
adapt the most advanced scientific and technical tools
and measures for monitoring the problems presented,

科学的・技術的ツールや施策を採用し提示された環境
問題のモニタリング、将来のモニタリング政策とプロ

for monitoring policies and programs in our future

グラム、そして目前の原因と結果の相互伝達に利用し

and circulating the causes and the results of the

なければなりません。これらは未来の世代のためにも
非常に重要なことです。

problems before us. These are quite important for
our future generations as well.
Another aspect of the progress over the last 15

過去15年間に見られた進歩のもう一つの側面は、今

years is the participation of domestic and international

回の会議でも見られたような国内・外のNGO活動の

NGO activities, as we had this time again. I believe
this is quite important for concerned persons to

参加です。環境問題に携わる人々にとって、関連団体
とNGO活動との相互協力活動を実現することは非常

realize the mutual cooperation activities between

に重要だと考えます。

concerned organizations and NGO activities.
There are many other points that I should have

これまでのEMECS会議の成果を仮にでも総括する
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Another important point that I want to say is the
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pointed out here as tentative summarization of the

ためには、このほかに多くの点について触れなければ
なりませんが、限られた時間の中でこれらすべての問

results of previous EMECS conferences. However, it
will be difficult to state all of these problems here

題を語ることは難しいことです。この点から、法律の
役割、これは私が法律家だから申し上げるのですが、

within the quite limited time. From this point, the
role of legal tools, because I'm a lawyer, so I just

そのことについて一言触れて結論に代えたいと思いま
す。

want to say one point in this conclusion.
Legal tools , needless to say , will provide a

法律は、言うまでもなく、違反があったときの直接

fundamental framework , concrete processes and

・間接の罰則により、政策を実現するための基本的な
枠組み、実施のための具体的なプロセスと手順、効力

procedures for implementation and effective tools for
realizing policies by direct or indirect penalties in

７
閉
会

case of violations. We should know at the same time,

のある手段を提供します。同時に私たちは、法律の効
果的な実施手段なくしては、これらの法的手段による

nobody can expect an effective result by these legal

効果的な結果は期待できないということを知らなけれ

tools without effective enforcement measures. It is
still, and will be, the most important aspect of major

ばなりません。それは今でも、そしてこれからも私た
ちの環境を守るための主要なツールの最も重要な側面

tools for protecting our environment.

であると思います。

式
−Closing Ceremony−

I'd like to conclude tentatively these remarks of

とりあえず私たちの活動について、このことを述べ
ておき、ここで述べきれなかったその他の点について

our activities and leave other points, which I could
not state here, to our following conference in France.

は、次回フランスで開催される会議にゆだねたいと思
います。近い将来、また皆様にお目にかかれることを

I expect to see all of you again in the near future.

期待しております。
Thank you very much for your attention.

ご清聴ありがとうございました。
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８ ‑１

国別参加登録者数

The number of Registered Participants from each country

国・Country

参加者数・Number of Participants
4

バングラデシュ・Bangladesh

1

ブラジル・Brazil

1

カンボジア・Cambodia

1

カナダ・Canada

1

中国・China

7

クロアチア・Croatia

1

デンマーク・Denmark

1

フィジー・Fiji

1

フランス・France

1

インド・India

9

インドネシア・Indonesia

1

イスラエル・Israel

1

イタリア・Italy

1

日本・Japan

179

韓国・Korea

2

ラトビア・Latvia

1

マレーシア・Malaysia

1

ニュージーランド・New Zealand

1

フィリピン・Philippines

6

ロシア・Russia

2

シンガポール・Singapore

5

スリランカ・Sri Lanka

1

スウェーデン・Sweden

2

タイ・Thailand

209

トルコ・Turkey

2

米国・United States of America

7

ベトナム・Vietnam

1

合計

Total

450

※ 最終集計結果。参加者数は招待者など含まず。
The numbers above are the final counts, excluding invitees.
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オーストラリア・Australia
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８ ‑２

会議配布資料
Handouts

８
資
料
−Reference−

アブストラクト集
Abstracts

世界閉鎖性海域環境ガイドブック
Environmental Guidebook on the
Enclosed Coastal Seas of the World

日本の閉鎖性海域の環境保全2003
（CD‑ROM）
Water Quality Conservation for
Enclosed Water Bodies in Japan 2003
（CD‑ROM）
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世界の閉鎖性海域のデータベース
http://ecsdb.emecs.or.jp/
（案内チラシ）
Leaflet of Enclosed Coastal Seas
Database, http://ecsdb.emecs.or.jp/
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運営体制

８ ‑３

Conference Management
国際組織委員会

International

Organizing Committee

Dr. Plodprasop Suraswadi

Chair

Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment，Thailand

Dr. Jean‑Louis Armand

Members

President, Asian Institute of Technology, Thailand

Dr. Chua Thia‑Eng
Regional Programme Director, GEF/UNDP/IMO Regional Programme on Partnershipｓ in
Environmental Management for the Seas of East Asia （PEMSEA）, Philippines

Dr. Viroj Impitak
President, Kasetsart University, Thailand

Dr. Yoichi Kaya

茅

８

陽一

President, International EMECS Center, Japan

資

Dr. Chingchai Lohawatanakul
Vice President and CEO, Charoen Phokphand Foods Public Company Limited, Thailand

Dr. Tatchai Sumitra
President, Chulalongkorn University, Thailand

Mr. Vichai Taranajesda
Director of Government Affairs, UNOCAL Thailand Limited

Dr. Athasit Vejjajiva
President, The Royal Institute of Thailand

Member & Secretary

Dr. Piamsak Menasveta
Dean, Professor, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

運営部会

Executive Sub Committee

Honorable Chair

Dr. Plodprasop Suraswadi
Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand

Chiar

Dr. Piamsak Menasveta
Dean, Professor, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

Members

Dr. Nobuo Kumamoto

熊本

信夫

President, Hokkaigakuen University, Japan

Mr. Kunikatsu Nakajima

中嶋

國勝

Executive Director, International EMECS Center, Japan

Dr. Supichai Tangjaitrong
Head, Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Huming Yu
Senior Programme Officer, GEF/UNDP/IMO Regional Programme on Partnerships in
Environmental Management for the Seas of East Asia （PEMSEA）, Philippines

135

−Reference−

Mr. Apiporn Paswat
Vice President, The Siam Cement Public Company Limited, Thailand

料
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プログラム部会

Program Sub‑Committee

Chair

Dr. Piamsak Menasveta
Dean, Professor, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

Members

Dr. Wayne H. Bell
Director of the Center for the Environment and Society, Professor of Biology and
Environmental Studies, Washington College, USA

Mr. Pisit Chansnoh
President, Yad Fon Association, Thailand

Dr. Kungwan Juntrashote
Head, Department of Fishery Management, Kasetsart University, Thailand

Dr. Bengt‑Owe Jansson
Professor Emeritus, Department of Systems Ecology, Stockholm University, Sweden

８
Mr. Yihang Jiang
Programme Officer, EAS/RCU United Nations Environment Programme, Thailand

資

・
・

Dr. Erdal Ozhan

料

Chair of MEDCOAST, Professor, Middle East Technical University, Turkey

−Reference−

Dr. Chongrak Polprasert
Dean, School of Environmental, Resources and Development, Asian Institute of Technology, Thailand

Dr. Suraphol Sudara
President, Seub Nakhasathien Foundation, Thailand

Dr. Masataka Watanabe

渡辺

正孝

Director, Water & Soil Environment Division, National Institute for Environmental Studies, Japan

Dr. Tetsuo Yanagi

柳

哲雄

Professor of Coastal Oceanography, Institute of Applied Mechanics, Kyushu University, Japan

Dr. Huming Yu
Senior Programme Officer, GEF/UNDP/IMO Regional Programme on Partnershipｓ in
Environmental Management for the Seas of East Asia （PEMSEA）, Philippines

Member & Secretary

Dr. Supichai Tangjaitrong
Head, Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Thailand

Member & Assistant Secretary Dr. Cherdsak Virapat
International Ocean Institute, Thailand Operational Center, Thailand

Dr. Thamasak Yeemin
Assistant Professor, Department of Biology, Ramkhamhaeng University, Thailand

バンコク宣言起草委員会
Chair

Bangkok Declaration Drafting Committee
Dr. Wayne H. Bell
Director of the Center for the Environment and Society, Professor of Biology and
Environmental Studies, Washington College, USA
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Members

Dr. Piamsak Menasveta
Dean, Professor, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Nobuo Kumamoto 熊本

信夫

President, Hokkaigakuen University, Japan

Dr. Tetsuo Yanagi 柳

哲雄

Professor of Coastal Oceanography, Institute of Applied Mechanics, Kyushu University,Japan

Dr. Osamu Matsuda 松田

治

Professor Emeritus, Hiroshima University, Japan

Dr. Jean‑Paul Ducrotoy
Professor Emeritus, The University of Hull, U.K.
・
・

Dr. Erdal Ozhan
Chair of MEDCOAST, Professor, Middle East Technical University, Turkey

８
Mr. Kunikatsu Nakajima 中嶋

國勝

Executive Director, International EMECS Center, Japan

資
料

Award Selecting Committee for Poster Session
Dr.Osamu Matsuda 松田

Chair

治

Professor Emeritus, Hiroshima University, Japan

Members

Dr. Bengt‑Owe Jansson
Professor Emeritus, Department of Systems Ecology, Stockholm University, Sweden

Dr. Somkiat Piyateratitivorakul
Professor, Chulalongkorn University, Thailand

Mr. David A.C. Carroll
Director, Department of Environmental Protection & Resource Management, Baltimore
County, U.S.A.

Mr. Ivica Trumbic
Director, Mediterranean Action Plan, United Nations Environment Programme （UNEP/MAP）,
Priority Actions Programme Regional Activity Centre （PAP/RAC）

事務局

Secretariat
Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Thailand
Environmental Research Institute of Chulalongkorn University, Thailand

Chief

Dr. Supichai Tangjaitrong
Head, Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Thailand

Conference Manager

Ms. Nontivich Tandavanitj
Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Thailand
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ポスター選考委員会
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８−４

過去のエメックス会議
Past EMECS Conferences

EMECS '90

EMECS '93

EMECS '97
ストックホルム・ウォーター・
シンポジウムと共同開催
Jointly held with Stockholm Water Symposium

８

会期 Date

August 3 ‑ 6, 1990

November 10 ‑ 13, 1993

August 11 ‑ 14, 1997

開催場所
Venue

神戸（日本）
Kobe, Japan

ボルティモア（アメリカ）
Baltimore, USA

ストックホルム（スウェーデン）
Stockholm, Sweden

閉鎖性海域の環境の保全と適正な利用

効果的な沿岸海域のガヴァナンスに
向けて−科学、政策及び管理による
沿岸域環境の持続−

川から海へ−陸域活動、淡水、閉鎖
性海域の相互作用を探る−

テ −マ
Theme

Environmental Management and
Appropriate Use of Enclosed Coastal Seas

Towards Effective Governance of the
World's Enclosed Coastal Seas

資

瀬戸内海と閉鎖性海域の環境
The Seto Inland Sea and closed
marine environment

料

人間の陸域活動の水中生態系への影響
From landscapes to the sea:
Challenges to understanding how
humans influence aquatic ecosystems

−Reference−

経済成長と環境保全−秩序の回復
Economic growth and environmental
management: Putting our home in order

バルト海
The Baltic sea

自然の海、人間の海
The sea in nature and human life

黒海：継続的な懸念
The black sea: A continuing concern

開発と保全の調和

瀬戸内海：漁業の視点から見た瀬戸
内海における持続可能な開発
The Seto Inland Sea: Sustainable
development from the view point of
fisheries

基調講演/特別講演 Harmony between development and

Keynote

conservation

Lectures/Special

presentations

With Rivers to the Seas ‑ Interaction
of Land Activities, Fresh Water and
Enclosed Coastal Seas

「瀬戸内海における景観の保全・形成
を図るための共通の指針」の策定について
Establishment of "Guidelines for
conservation and development of the
Seto Inland Sea Environment"

チェサピーク湾：生態系管理
The Chesapeake Bay: Managing an ecosystem
アフリカ東部におけるビクトリア湖
Lake Victoria in East Africa

新しい行政の仕組みによる瀬戸内海
の総合的な環境保全と利用に関する
提案について
Proposal on conprehensive approach
for environmental protection and use
of the Seto Inland Sea as a new
administrative system
閉鎖性海域の現状と環境保全対策
論理および政策
Present State of Environmental
Philosophy and Policy
Pollution in Enclosed Coastal Seas
and Measures for Environmental Protection 市民参加
Citizen Involvement
閉鎖性海域の生物生態と水産資源
ガヴァナンス
Ecological Systems and Fishery
resources in Enclosed Coastal Seas
Governance
分科会（セッション）

閉鎖性海域の適正な利用
科学および研究
Session
themes/Tracks Appropriate Use of Enclosed Coastal Seas Science and Research
閉鎖性海域の管理と行政
Management and Administration of
Enclosed Coastal Seas
閉鎖性海域と人間活動
Enclosed Coastal Seas
and Human Activities
特別セッション
Special Forums

陸/海の相互関係の理解
Understanding Land/Sea Interactions
内陸起源の汚染物質量の削減
Minimizing Pollutants from Land‑
based sources
ガヴァナンスにおける障害を克服する
ための政策
Policies for Overcoming Barriers in
Governance

ケーススタディ
Case Studies

市民参加
Citizen Involvment

特殊問題
Special Problems

地球的規模での情報交換
Global Information Exchange

沿岸フォーラム
The Coastal Forum:
Resolving Our Coastal Conflicts
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EMECS '99
メッドコースト'99と共同開催
Jointly held with MEDCOAST '99

EMECS 2001

会期 Date

November 9 ‑ 12, 1999

November 19 ‑ 22, 2001

開催場所
Venue

アンタルヤ（トルコ）
Antalya, Turkey

神戸、淡路島（日本）
Kobe and Awaji Island, Japan

テ− マ
Theme

21世紀の人と自然の共生のための沿岸域管理に向けて
陸と海の相互作用−沿岸の生態系保全−
Land‑Ocean Interactions ‑ Managing Coastal Ecosystems Toward Coastal Zone Management that ensures
Coexistence between People and Nature in the 21st Century
チェサピーク2000：チェサピーク湾における新たな挑戦
Chesapeake 2000: The Chesapeake Renewal Project
陸海域管理のシステムアプローチ−バルト海における
実践的理論
System approach to land‑sea management−Theoy
meets practice in the Baltic region

基調講演/特別講演

Keynote
Lectures/Special

presentations

瀬戸内海における新たな環境保全および創造施策について
New measures for environmental consevation and
restoration in the Seto Inland Sea

エコシステムの評価に向けて−地球資源の持続可能な
管理を進めるために
Valuing ecosystems−A key prerequisite for the
sustainable management of natural resources
環境の再生に向けて
Toward environmental restoration
環境の保全から創造へ
From environmental protection to environmental
management and restoration

生態系に対する地域規模での海洋統合管理
The regional scale of ocean governance facing the ecosystem

８

沿岸地域及び河川流域の統合管理のための概念的枠組みと
計画指針
Conceptual framework and planning guidelines
for coastal zone and river basin management

資
料

陸と海との相互作用

Land‑Sea Interaction

沿岸管理

Coastal Management

沿岸工学

Coastal Engineering

沿岸域におけるモニタリングと環境情報の果たす役割
Roles of Monitoring and Environmental Information on Coastal Areas
陸域と海域の相互作用と理解
Recognition of the Interaction between Land and Sea

沿岸及び海洋における生態学
Coastal and Marine Biology
トレーニング、教育、人材開発
Training, Education, Human Resources Development

沿岸域の環境修復・創造と都市再生に向けた取り組み
−システム、技術、文化、自然
Strategies for Environmental Restoration and Creation
Aimed at Urban Renewal−Systems, Technology,
Culture and Nature
沿岸域の環境保全と環境教育・実践活動
Environmental Management of Coastal Areas and
Environmental Education and Practical Activities

沿岸侵食と海岸線の管理
Coastal Erosion and Shoreline Management
沿岸及び海洋における政策と法律
Coastal and Marine Policy, Legislation

沿岸域環境管理における参加と連携−ガヴァナンスに
むけたアプローチ
Participation in and Colllaboration on the
Environmental Management of Coastal Seas:
Approaches for Govenance

沿岸水力学
Coastal Hydrodynamics
分科会
Conservation Management
（セッション） 保全管理
Session themes
沿岸水質
管理
とその
/Tracks
Coastal Water Quality and Management

有明海

Ariake Sea

海洋流出油の環境影響と対策
Oil Spills "Environmental Impact and Restoration"

生態学及び生態系の管理
Ecology, Ecosystem Management
浜辺及び沿岸工学
Beaches and Coastal Engineering
修復と保全及び保護地域
Restoration and Preservation and Protected Areas
観光と海浜

Tourism and Beaches

経済手法ワークショップ
Economic Instruments Workshop
水力学と水質モデリングワークショップ
Hydrodynamics and Water Quality Modelling Workshop
リモートセンシング

Remote Sensing

黒海環境保全ワークショップ
Black Sea Workshop

アジアフォーラム
フォーラム

特別セッション
Special Forums

Asian ForumNGO

NGO Forum

瀬戸内海セッション
Seto Inland Sea Session

139

−Reference−

衛星観測から見た地中海沿岸の地形
Mediterranean coastal features from satellite observations

