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第８回世界閉鎖性海域環境保全会議（EMECS８）は、2008年10月27日から30日までの４日間、長江河口域にある経済成長
の著しい中国、上海市の上海光大国際大酒店等を会場に、「河川集水域と河口域との調和」というメインテーマで、華東師範
大学、中国環境科学研究院及び（財）国際エメックスセンターの主催で35カ国から約470人の参加を得て開催されました。日本
からは約170名の参加がありました。
会議第１日目は開会式に引き続き、基調講演・全体セッションが開催されました。第2日目から最終日の午前にかけては、
８つのセッションと１つの特別イベントが開催され、参加者同士の活発な情報交換や意見交換が展開されました。最終日午後
の閉会式では、各セッションの総括報告が行われ、その後、ポスターセッションの発表作品の中から、ベストポスター賞と特
別賞が授与されました。
第８回エメックス会議宣言として「上海宣言」が会議宣言起草委員会委員長から、「青少年環境教育交流セッション宣言」
が学生代表から発表され採択されました。
次回、第９回エメックス会議に関しては、2011年に米国、メリーランド州のボルチモア市で開催したいとの同州政府の招致
意向の表明があり、満場一致で確認されました。
会議プログラム
10月27日（月）

10月28日（火）
セッション １（口頭発表）
セッション ２（口頭発表）
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虱 開 会 式
立中EMECS８会長（中国 華東師範大学学長）及び茅陽一EMECS 8
副会長（国際エメックスセンター会長）が開会挨拶を、沈文慶 国家自然
科学基金委員会副主任（陳宜瑜EMECS 8名誉会長代理）が歓迎挨拶を、
ジョン ・スポティラ グロ ーバル ・ コー ズ 財団会長、孟偉EMECS 8副会
長（中国環境科学研究院院長）及び井戸敏三 国際エメックスセンター理
事長（兵庫県知事）が記念挨拶を、並びに劉雲耕 上海市人民代表会議常
務委員会主任が歓迎挨拶を行いました。
井戸敏三 国際エメックスセンター理事長からは、生物多様性の確保、
子供たちへの環境学習など先導的な政策と国際協力を進める姿勢を表明す
るとともに、豊かな瀬戸内海づくりに取り組んできた経験から閉鎖性海域の環境問題は上流から河口域までを含めたトータル
なシステム、ローカルからグローバルまで複雑に絡み合ったシステムになっていることを指摘したうえで、EMECS 8ではそ
のような視点に立った分析や新しい協力関係、アプローチについて意見交換が行われ、閉鎖性海域の環境問題に有益な議論が
行われるよう期待したい、との挨拶が行われました。

虱 基調講演
渡辺正孝EMECS 8プログラム委員長（慶応義塾大学教授）が座長を務め、３名の学識者による基調講演が行われました。
講演者と講演内容は以下の通りです。
講演者と講演概要
蘆ウラディミール・ママエフ氏（UNDP（国連開発計画）／GEF（地球環境ファシリティ））
「UNDP、GEFとのパートナーシップによる河川集水域・海域のエコシステムの悪化を回復する国際行動計画について」
ドナウ川・黒海地域で、この15年間にわたるUNDPとGEFの支援により、農業・生活排水・工業排水から排出される栄養
塩の20％、リンの約50％が削減され、水質が著しく回復されたこと、この大規模海洋生態系（LME）を対象とした支援
計画は、東アジアの海域で、PEMSEA（東アジア海域環境管理パートナーシップ）も加わった支援プログラムとして行
われていることが報告され、黄海と海河流域のエコシステム回復計画の取組みが紹介されました。
蘆蘇記蘭 院士（中国国家海洋局）
「浅海域における生態地域の区分設定」
漁業管理の手法としては、生態系に基礎を置いていない漁獲禁猟期の設定策よりも、浅海
域の生態区域の区分設定を行ったうえでの管理が必要であること、具体的に中国近海の浅
海域での生態区域の区分設定の手法を説明された後、深度図、大河川からの拡散、潮流、
海域の色、栄養塩レベルの情報が有効であると説明されました。
蘆ビリアナ・チチン・セイン教授（米国 デラウェア大学）
「Global Oceans Agendaの2016年目標達成に向けて：現状と予測」
持続可能な開発に関するサミット（ヨハネスブルグサミット）や国連ミレニアム開発計画の進展状況、気候変動が海洋に
及ぼす重要性を紹介され、生態系をベースとする海洋管理の重要性が強調されました。ヨハネスブルグサミットでの目標
が、生態系アプローチや統合的沿岸管理を促進させていること、GEFが支援するLMEが多くの地域で行われていること、
地域水産管理機構の改革、統合的水資源管理に取り組まれていることなどが評価されました。最後に、途上国での気候変
動問題に対処することが、将来起こりうる破壊的な気候変動の影響に対する決定的な対策であるとの指摘がなされました。
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虱 全体セッション
エルダール・オザーンMEDCOAST財団会長及び孟偉 中国環境科学研究院院長の座長のもとで、沿岸域における生態系の
環境変化、科学及び政策面からの対応策について、世界の各地から以下のような発表が行われました。
講演者と講演概要
蘆孟偉 院長（中国環境科学研究院）
「河口域の生態系の健康に関する科学的問題」
今後、研究を進めるにあたり、流域レベルで捉え、総合性や比較可能性などを考慮した指標を定めて行うとともに、新た
な有機化学物質汚染にも一層取組んでいく必要がある。
蘆渡辺正孝教授（慶応義塾大学）
「急速な経済成長が長江河口域、東シナ海の生態系に与える影響」
三峡ダムの建設、長江流域における農業における肥料の使用などは、長江河口域の環境のみならず、黄海及び東シナ海の
生態系にも影響を及ぼす。また気候変動によって塩水の長江浸入が懸念される。
蘆張経 院士（中国 華東師範大学）
「流域から大陸棚に至る生物地球化学的連続性について−中国のケース」
流域における溶存物質濃度の分布、同位体分析などを行うことにより、流域の活動と大陸棚の海洋環境との相互関係を実
証的に捉えることができる。
蘆ロバート・リッチモンド教授（米国 ハワイ大学）
「流域とサンゴ礁：保全の科学・政策・実行」
パラオ、グアム、ポンペイのサンゴ礁は、土地開発に伴う流出水や土砂によって大きな影響を受けている。地域コミュニ
ティは、サンゴ礁回復のための活動を展開している。
蘆アンドリュー・プラター教授（英国 リバプール大学）
「環境変化に対する湿地の変化：過去から将来を視る」
気候変化や人間活動による１万年前から現代の地形変化を光ルミネッ
センス年代測定法で調べると、生態系に基礎を置いた管理が行われて
きたことがわかる。環境はダイナミックで長期的な回復力を備えてい
るが、人間活動はそれを低減させる。
蘆スーザン・キルハム教授（米国 ドレクセル大学）
「デラウェア河口域：人間活動及び気候変動の影響の追跡」
デラウェア河口域パートナーシップが最近出版した現状報告書では様々な指標の経年変化を示し、傾向を分析している。
生態は臨界閾値を越えると急激な変化を起す。生態系に基礎を置いたモニタリング活動などが私たちのできることである。
蘆ジャンポール・デュクロトワ名誉教授（英国 ハル大学）
「北西ヨーロッパの海：損傷した沿岸海域生息地の修復に向けて」
生息地が一時的に損傷している場合は改善によって回復できるが、永久的に損傷している場合は総合的な取組みが求めら
れる。生態系はダイナミックであり、生物種が新しい生物物理学的環境に適応できるようにすることが必要である。
蘆エルダール・オザーン会長（MEDCOAST財団）
「地中海における沿岸管理」
地中海沿岸地域では1990年代初めから統合沿岸管理に取組んでおり、欧州連合の支援やＮＧＯのイニシアティブもあって、
今日、政策形成やプロジェクトなど非常に熱心な取り組みが行われている。2008年４月には統合沿岸管理の議定書を締結
するに至った。
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蘆厳暁海教授（米国 デラウェア大学）
「地球温暖化についての海洋リモートセンシング研究の最近の成果」
新しいセンサー技術やデータ処理技術の発達に伴い、海面高度、海面温度、植物プランクトン色素濃度などの高精度デー
タを得て、全地球レベルでの様々な現象を解析できるようになった｡衛星リモートセンシングとその場観察との結合や三
次元での海洋大循環の推論などに取組んでいる。
蘆オリ

バリス教授（フィンランド

ヘルシンキ工科大学）

「モンスーンアジア太平洋地域における10大河川流域〜社会、経済、環境、ガバナンスのチャレンジ」
人類の４分の１は、モンスーンアジア太平洋地域の10大河川流域に住んでいる。この流域では著しい経済成長とともに、
貧困、栄養不足、野放しの都市化が深刻な状況となっている。様々な地理空間データベースを用いた分析を行うと、流域
の北東部から西側にかけて脆弱性が増加する傾向が見られる。

虱 各セッション
10月28日から30日午前までの２日半にわたり、８つのセッションと１つの特別イベントが開催されました。
［セッション１：地球温暖化のもとでの集水域・沿岸域の環境の脆弱性］
洪水リクスの評価、浜辺の地形変化、渇水、塩水の浸入、自然災害の評価、炭素吸収としてのマングローブ再生などの発表
が行われ、気候変動の理解を深め、適応策をとることの重要性が議論された。
［セッション２：統合沿岸域管理の枠組みにおける生態学的・社会的リスクに重点を置いた政策］
日本、タイ、カンボジア、イランにおける統合沿岸域管理の取組みをは
じめ、生態水文学の概念、コレラなど感染症と環境変化、エジプトや中国
におけるダム建設の社会経済的影響などの発表が行われた。
［セッション３：大河川との対話−水質・負荷量の総量規制・管理−］
ミシシッピ川や長江などの大河川流域と沿岸域との相互作用について、
有害物質や土砂の挙動、CODや窒素・燐の負荷量配分、数値モデル、リ
モートセンシングなどの発表が行われた。２日目には、様々な学問分野間
の双方向のコミュニケーションの重要性、参加者間の将来の協力関係など
について総括的な議論が行われた。
［セッション４：地域の海−負荷量総量規制−］
日本、中国、韓国の研究者・行政官を中心に、窒素、燐など水質汚濁物質の総量規制に関する研究成果や政策が報告される
とともに、海ごみや土砂、有機塩素系化合物などの汚染が広域にわたっていることが指摘され、総量規制制度などの各国の取
組みにおいて協力することの重要性が述べられた、最後に地球温暖化やモデル研究の課題などが議論され、様々な専門分野を
持つ者が意見交換することの意義が確認された。
［セッション５：沿岸域の科学と管理における地域協同に向けた制度モデル］
LOICZ（Land‑Ocean Interactions in the Coastal Zone：国際研究プロジェクト）の関連で開催され、地中海、北西太平
洋、東アジアの統合沿岸管理、長江やナイル川河口における土砂の流れなどの発表が行われ、科学者は政策決定者にクリアな
メッセージを発信すること、政策決定者は短期的な成果を求めがちである
ことなどが議論された。
［セッション６：巨大デルタ地域の地形変化と沿岸域での災害の評価］
APN（アジア太平洋地球変動研究ネットワ ーク ）とIGCP475（地質科
学国際研究計画）が主催した特別セッションとして開催され、河口域や沿
岸域の長期的な地形変化（進化）などの発表が行われた。
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［セッション７：生物生産性と多様性を増大する新しい概念となるか−里海ワークショップ−］
「里海」の概念を世界に役立たせるため、アジア諸国や欧米で展開されている類似の取り組みの発表を通じた情報収集を行
い、その共通点・相違点についての理解が深められた（詳細は７ページ）。
［セッション８：青少年環境教育交流セッション−人間と自然に役に立つ環境についての教え方、学び方−］
様々な国の学生が集い、環境保全に関する取り組みの発表・意見交換・交流をはかり、また、崇明島への現地視察や実践的
な体験を通して、環境問題に取組む意識を育む取り組みが行われた。学生参加者により青少年環境教育交流セッション宣言文
がまとめられた。（詳細は８ページ）
［特別イベント：中国地域の水環境修復技術］
日本の経済産業省中国経済産業局の主催、上嶋英機教授（広島工業大学大学院）の座長のもとで、主に中国の行政・企業関
係者を対象に、中国経済産業局管内の中規模の事業所による技術紹介と商談会が行われた。

虱 ポスターセッション
各セッションのテーマごとに、ポスターの発表が行われた。ポスターは、
28日午前から29日夕刻までの間、掲示され、それぞれのセッション開催時
間帯に、ポスターセッション会場においてプレゼンターと参加者の間で意
見交換が行われました。
ベストポスター賞の選考については、セッション６を除く約60のポスター
を対象に、ポスター賞選考委員会［松田治委員長（広島大学名誉教授）ほ
か４名の委員で構成］が、メッセージの内容と質、プレゼンテーション性、
会議テーマとの適合性などの観点から評価した結果、次の３点が選出され
ました。
＜ベストポスター賞＞
蘆今井大蔵 氏（日本 芙蓉海洋開発㈱）
「英虞湾における生物学的生産性を考慮した人工干潟での底生生物と二枚貝の観測」
蘆趙宝成 博士（中国 華東師範大学）
「長江デルタ地域と大陸棚の後期更新世期の海底堆積物の記録と海水面の変化」
＜特別賞（社会活動分野）＞
蘆ジョナサン・クラマー博士（米国 メリーランド高等海洋研究所）
「チェサピーク湾流域の修復と順応的管理のための新しい基盤」

虱 閉 会 式
閉会式は、華東師範大学華申学術交流センターに場所を移して開催されました。陳群 華東師範大学副学長及び高井芳朗 兵
庫県環境担当部長から閉会の挨拶の後、各セッション座長からの報告、そしてEMECS 8プログラム委員のエルダール・オザー
ン氏からEMECS8会議の総括報告が行われました。
松田治ポスター賞選考委員長から、ポスター賞選考経過の報告と、前記3名に表彰状及び
副賞が授与されました。
会議宣言として、会議宣言起草委員長のウェイン

ベル氏により上海宣言が、青少年環境

教育交流セッション参加学生代表の上海の高校生２名により青少年環境教育交流セッション
宣言が読み上げられ、満場の拍手で採択されました。
次回会議（EMECS 9）開催地に関しては、米国メリーランド州政府を代表してロバート
・サマーズ環境副長官から、メリーランド州ボルチモア市で2011年に開催したいとの州政府
の招請の意向表明があり、満場一致で確認されました。
最後に主催者を代表して、熊本信夫 国際エメックスセンター科学・政策委員会委員長及
び陳中原EMECS８事務局長からお礼の挨拶があり、会議は閉幕しました。
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〜荒海に舵を取り続けて〜

青少年環境教育
交 流 セ ッ シ ョ ン宣 言

＜抜 粋＞

＜抜 粋＞

上 海 宣 言
我々は世界のほとんどの地域で、沿岸海域の修復・保

私たちは、EMECS 7の「私たちの共有責任」という

存・管理計画が実施されている事実を喜ばしく考える。

テーマを発展させたいと思います。責任といえば、まず

それにもかかわらず、我々は、今日、荒波に舵を取り

組むにはそれだけでは不充分です。「行動の共有」にま

心の持ち方のことを指します。しかし、環境問題に取り
続けているような困難に直面している。

でもう一歩踏み込む必要があります。

国の経済状況がどのようであろうとも、我々は政府が

科学者の皆さんへ。ぜひご自分の研究成果を地域社会

沿岸海域を軽視するのを絶対に許してはならない。我々

に広める努力をしてください。

が経験からまず最初に学んだのは、沿岸海域の環境破壊
防止事業より修復事業のほうが費用がかかり最終的には

学生の皆さんへ。私たちも行動を起こしましょう。私

沿岸海域は、他の生態系と同様、ダイナミックで急速に

たちの世代だけが持つパワーと才能とエネルギーを使え

変化しているということである。そのため、継続的な注

ば、影響を与えることができます。

意深い測定によってのみ可能な監視と、その成果を適切
に反映する管理計画の実施を必要とする。

先生がたへ。学生と科学者との間の橋渡し役として行
動してください。私たちの行動が環境にどのような影響

いずれの国においても、またどのような政治的体制に

を及ぼすかを教えてください。

あっても、我々は、人間を、世界中の連綿とつながる沿
岸海域に不可欠な存在として正しく組み入れる観点に立

一人の力で環境の改善をいかに行うことができるかを

ち、これを提唱する。

考えると、無力感に陥ります。私たちが行動を起こし、

・沿岸海域およびその河川集水域は単一のシステムの要

ができれば、政府も次第に私たちの意見を聴いてくれる

私たちが情熱を注いでいる関心事に社会を巻き込むこと
素として考えられるべきである。

と信じています。

・沿岸地域の社会の経済・文化・創造的活動も、同じ沿
岸システムの統合的要素として理解され、調和してい

私たちは皆、「グリーンな精神」を持っていますが、

なければならない。

より良い環境を作りだすためには行動を起こし、この考

過去のEMECS会議の宣言文では、持続可能な経済的

れば、私たち皆で世界を変えて行くことができ、私たち

利益を生み出す陸・水・人間の活動の間の関係を表すの

の沿岸海域に本当の意味で持続可能な未来を作り出すこ

に、「共存活動の圏域」という表現が用いられた。今回

とができると信じています。

え方を周囲と共有しなければなりません。このようにす

の会議では、「里海」という示唆に富む新しいコンセプ
トが導入された。これは、調和のとれた人間活動の結果、

中国・上海市

高い生産性と生物多様性を得た沿岸海域のことを表わす。

2008年10月30日
（事務局仮訳）

陸・水・人間それぞれが、世界の沿岸海域にとって必
須の構成要素という原則に基づき行動しなければならな
いということである。経済と環境は、芸術と自然に密接
に結びついているが、これら全ては教育によって繋がれ
る。これが、「里海」から得た教訓である。この考えを
採用することにより、今日の困難を乗り切ることができ
る。我々が次の世代に伝えたいのはこのことである。こ

宣言を読み上げた３名

れが我々のコミットメントであり、我々の約束である。

詳細は、国際エメックスセンターのホームページをご参
照ください。

EMECS 8参加者一同
中国

学生による青少年セッション宣言
起草ミーティング

上海市

2008年10月30日（事務局仮訳）
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セッション7「里海ワークショップ」
セッション７の「里海ワークショップ」は2008年10月29日に開催された半日セッションで、
８人の招待スピーカー、６人の一般口頭発表者、そして12人のポスター発表者を含む、約80人
の参加者が出席しました。
「里」とは村のことであり、「海」は文字通り海のことです。ですから「里海」とは村の近
くの海のことを意味します。しかし、日本のどの辞書を見ても「里海」という言葉は出てきま
せん。というのもこの言葉は1998年に九州大学の柳哲雄教授が作った新しい概念なのです。
柳教授は里海を、調和のとれた人間活動によって高い生物生産性と生物多様性が保たれた海
岸域と定義しています。ワークショップは、里海の概念を基本に、全世界の統合的沿岸管理の
現況を比較するために開催されました。
ワークショップは柳教授による里海の定義の説明から始まりました。
日本からは、里海の創生を基本とする多くの発表がありました。環境省の篠田宗純氏は里海
の創生が今では日本の公式な政策となっていることを発表しました。
中国から参加した方建光（Jianguang Fang）教授は、IMTA−Integrated Multi‑Trophic Aquaculture−の非常に興味深い成功事
例について話しました。これは中国沿海における漁民による魚、ウニ、ナマコの養殖に関するものです。すべての栄養物質が
養殖場の中に集められ、排出される物はありません。これは世界中で応用できる非常に興味深い、有用な方法だと思います。
韓国から参加した張原根（Won‑Keun Chang）博士は、馬山湾（Masan Bay）における総量汚染規制の問題について話しま
した。博士は、科学と政策との協力の重要性を指摘しました。
タイから参加したプッス・ソンサンジンダ（Putth Songsangjinda）博士は、IMTAに似た事例について発表しましたが、こ
の事例では対象が陸から海に広がっていて、博士はこれを「マングローブ水産養殖（Mangrove Aquaculture）」と呼んでいま
す。マングローブの植林とそのマングローブの入り江でエビが養殖されるシステムです。博士は、マングローブ水産養殖池の
大規模なものと小規模なものを紹介し、窒素収支の研究から、泥カニとエビがこのシステムに非常に適していることが示唆さ
れていることを示しました。
米国から参加したジャック・グリア（Jack Greer）博士が、
実例として、牡蠣の収穫量減少により打撃を受けている人た
ちの状況を紹介しました。牡蠣の収穫量が減少しているため、
漁民と環境保護活動家との間で根深い論争が起きているとい
うのです。博士は、里海という新しいパラダイムが、そのよ
うな問題を解決し、その海域をよりバランスのとれた形で利
用するために非常に有用であると提案しました。
インドネシアから参加したヤコブス・モセ（Jacobus Mosse）
博士は、SASIシステムを紹介しました。
「SASI」とは「禁止」
を意味するインドネシアの地方の言葉です。地域のリーダー
がSASIを 宣言 すると 、 すべての 公的活動 が 一定期間、特定
の地域で禁止されるのです。人々は資源を保全したいと考え
ています。水産資源だけでなく、陸の資源もです。博士もま
た 、SASIと 里海 の 考 え 方 との 間 にある 基本的 な 類似点 につ

口頭発表

いて取り上げました。
欧州から参加したジャンポール・デュクロトワ（Jean‑Paul Ducrotoy）教授は、異なった状況を説明しました。すなわち、
海岸域における生態系の修復に向けたアプローチです。教授は、里海の考え方が生態系に基づいた管理に似ていることを指摘
しました。欧州で実施されている生態系に基づいたバランスのとれた管理から多くのことを学ぶことを期待しています。
他にも以下のようなトピックが取り上げられました。
蘆底生微小藻類による干潟の修復についての数値モデル評価
蘆市民、政府そして研究者の協力による干潟の修復の順応的共同管理
蘆干潟におけるリンの季節ごとの滞留と放出

7

NewsLetterNo.29
蘆復足類の食料の季節変化
蘆汚染された浚渫堆積物の処理におけるペーパースラッジ灰の利用
蘆アマモ床の修復方法
蘆その他
また、セッションの間に、日本の環境省から参加者に、里海の創生に基づく国際協力の促進を目的としたアンケートが配付
されました。アンケートへの回答には以下のものが含まれていました。
蘆里海についてもっと知りたい。
蘆漁民と市民の教育が非常に重要。
蘆里海はSASIに非常に良く似ている。
蘆里海の創生は非常にすばらしい試みである。
蘆里海の創生には地元の知恵が非常に重要。
口頭発表に続いて、ポスターセッションが開かれ、参加者は発表者と彼
らのポスターの前でディスカッションをする機会に恵まれました。当セッ
ションの発表ポスターの中、１作品がEMECS 8ベストポスター賞に選ば
れました。
ポスター発表

ワークショップの総括は以下の通りです。
蘆里海とは、調和のとれた人間活動によって高い生物生産性と生物多様性が持つ沿岸域のことを言う。
蘆里海は、自然科学の概念であるだけでなく、
「共存活動の圏域」や「生態系に基づく管理（Ecosystem‑Based Management,
EBM）」に似た社会的および文化的概念でもある。
蘆里海は、人類の現在のライフスタイルへの新しいパラダイムである。
蘆地球温暖化が進行する中、里海は、人と自然との最高の関係とは何かという問題への一つの回答となるかも知れない。
蘆里海という考え方をさらに改良、発展させて、世界各地の沿岸域の問題を解決するための有用な方法となるようにしなけ
ればならない。
なお、このワークショップは、国際エメックスセンターが地球環境基金からの助成を受けて実施したもので、その報告書は、
別途、同センターから発行されています。

セッション8「青少年環境教育交流セッショ ン 」
青少年環境教育交流セッション（Students and Schools Partnership Session）は、次世代を担う青少年が、専門家の支援
のもとに環境保全や環境教育の活動について意見交換し発表し合う場を提供する目的で、第６回エメックス会議（タイ、バン
「人と自然に役に立つ環境についての教え方と学び方（Teaching and learn‑
コク）から始まりました。本会議で３回目を迎え、
ing about the environment to benefit people and nature）」のサブタイトルのもとに、ウェン・ベル ワシントン・カレッ
ジ環境社会センター上席講師、川井浩史 神戸大学教授、および張嬌 華東師範大学環境教育センター准教授をコンビーナーと
して、10月28日（火）〜29日（水）の２日間にわたって開催されました。
28日の口頭発表（参加者約50名）では、当センターの支援により参加した
日本人大学生２名、米国人大学生１名、タイ人高校生１名をはじめ、中国か
ら中・高校生および大学生、教員計13名（発表数は９題）、日本人教師１名
から、各国における環境教育の現状が報告されました。
九州大学大学院総合理工学府の杉松宏一氏からは、
「湾全域から橋脚スケー
ルまでを対象とする海洋数値モデリングの試み（A numerical ocean model
approach available for horizontal scales from piers through bays）」と言
う演題で、福岡湾内の微細な海水流動を再現できる数値モデルに関する専門
的報告が行われた後、このようなシミュレーションを環境教育に導入する可
能性や利点について議論されました。大阪府立大学大学院工学研究科の松井
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敦氏からは、
「海洋深層水の放流による藻場修復に関する研究（A Study on Estimation of Seaweed Bed Restoration Using
Deep Ocean Water）」と言う演題で、高水温やウニなどの食害による藻場の

磯焼け

対策として海洋深層水（低水温、高

栄養）適用の有効性や、評価モデルに関する報告がなされ、沿岸域での観察の重要性について議論されました。
米国メリーランド州やタイからも環境教育の現状が報告されましたが、中国からは、「グリーンスクール」と呼ばれ活発な
環境学習活動を行っている上海の中学校や高校がいくつか紹介され、上海地域での環境教育の進展が印象付けられました。ま
た、横沙中学校、崇明県三烈中学校、第３女子小・中学校、普陀区青少年センターなどの活動は、ポスターセッションにおい
てポスターでも発表されました。
発表後の全体討議では、本セッション開催の経緯と意義がベル氏から
説明され、議論を通じて、第7回会議宣言のキーワードである「私達の
共有責任（Our Shared Responsibility）」を発展させて、「私達の行動
の共有（Our Shared Action）」を今回の青少年環境教育交流セッショ
ン宣言の中心にすることが確認されました。宣言文の検討は全体討議後
も参加学生の間で精力的に行われ、その成果は、30日の閉会式における
「青少年環境教育交流セッション宣言」として結実しました。
29日の長江河口崇明島へのフィールドトリップには、３名のコンビー
ナーを含む22名が参加しました。有名な「グリーンスクール」である崇
明県三烈中学校での崇明島内水資源に関する授業の見学、国家地質公園
内の世界河口沙洲水文化館における長江デルタ地域の自然環境の学習、
ジオパーク認証をめざす西沙湿地での大規模なヨシ原の散策などが実施

フィールドトリップ（崇明島）

され、崇明島に残る自然を体験する野外学習の好機となりました。

（財）国際エメックスセンター設立当初から科学・政策委員会委員長として重責を果たしてこられました熊本信夫北海
学園大学名誉教授におかれましては、昨年10月の科学・政策委員会において、次の方にバトンタッチしたいので辞したい
との申し出をなされました。委員会では、極めて残念ではありますが、同氏のご意思を尊重しなければならないことから
了承いたしました。第１回エメックス会議の準備段階からご参画いただき、国際エメックスセンターの設立とその活動を
ご指導いただくなど実に20年以上も長きにわたってエメックス活動をリードしていただきました。紙面に限りがある中で
はありますが、委員長に思い出話を書いていただきました。熊本委員長、本当にありがとうございました。これからもよ
ろしくお願いいたします。

〜チェサピーク湾に始まって〜
国際エメックスセンター科学・政策委員長
前北海学園大学々長 名誉教授
熊本 信夫
振り返ってみれば、エメックスの活動が実質的に始まったのは、1980年代である。それはアメリカのチェサピーク湾に臨む
メリ ー ランド 州 ケンブリッジ 所在 の 、 メリ ー ランド 大学環境湿地域研究 センタ ー（ University of Maryland, Center for
Environmental and Estuarine Studies）のイアン・モリス所長を中心とする、チェサピーク湾の総合研究に始まる。この研
究は、海洋学のみならず、法学、経済、社会､その他関連する諸分野の国際色豊かな研究者を招き、問題を統合（総合ではな
い）的に把握することを目標とするもので、バルチック海、北海、瀬戸内海が実地調査の対象とされた。
その趣旨は、貝原俊民兵庫県知事（当時）の積極的な対応により、進行中の瀬戸内海の環境研究を基礎とする1990年の神戸
会議に具体化され、チェサピークの研究趣旨はその後のエメックス会議に承継された。この意味でエメックス活動を語るとき、
このお二人の功績を忘れることはできない。
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1993年のボルチモア会議は、兵庫県とメリーランド州の協議に基づき、神戸会議を引継ぐ形で組織され、エメックスの名称
が閉鎖性海域環境管理（Environmental Management of Enclosed Coastal Seas, EMECS）から誕生した。この会議は、神
戸、ボルチモア以後、ストックホルム（スウェーデン）
、アンタリヤ（トルコ）
、神戸、バンコック（タイ）
、カーン（フランス）
、
さらに昨年の上海（中国）まで合計８回、各関係組織と共同で開催され、次は第９回、2011年にボルチモアの予定である。
これらの会議は、いずれも各関係組織との協力により共同で成功裏に実施され、その本来の目的を達成しつつあるが、なお
今日多くの課題がある。エメックス会議の目的は、研究成果の共有、施策実施の提案、教育の普及等による閉鎖性海域の環境
保護にある。同海域は海洋環境の一部をなす小宇宙で、その成功は海洋環境改善の可能性を示唆する。これまでの開催地を見
る限り、同会議は主要地域を一巡したかの印象を与えるが、なお中東、アフリカ、南米、南アジア、東欧等、取り組むべき地
域は多様である。
地域問題に加え、これまでの会議からいかなる施策が具体化されたかはもうひとつの課題である。研究者、行政、法律、経
済等の専門家、市民、学生等の参加に加え、政策立案・決定者の参加を求めて出発した当初の目標が、その実効性と共にどこ
まで実現されたか、が問われてもいる。これは、国際会議の成果とその実現一般に共通するが、環境問題ではその乖離はきわ
めて大きい。
しかし、無から何も生まれはしない。まず行為あるべきである。エメックスが閉鎖性海域環境管理に向けた国際会議を推進
してきた理由は、この点にある。これまでの成果は、研究・教育の促進、情報の共有、ネットワークの形成、若い世代への使
命の伝達などに集約されるが、同時に見逃してならないのは、問題や関心を持つ人々を鼓舞・支援してきた点である。特に発
展過程にある国々、ならびに次の世代の人々に与えてきた影響は大きい。
このような意味で、エメックスの役割、方向を今後どのように考えるか、を検討する時期にある。
振り返ってみれば、私の科学・政策委員長もストックホルムでの準備期間を含めると十数年になる。エメックス活動を軌道
に乗せるという大義名分を考慮に入れても、この種の委員長としては長きに失した感は否めない。やはり新しい酒は新しい革
袋に盛るのがいい。走者の交代が適切と考える。
降板にあたり、若干の謝辞を述べさせていただきたい。立ち上げの困難を克服してエメックスの活動は大きく発展してきた
が、これを支える立場から、近藤次郎初代会長（元日本学術会議会長、東京大学名誉教授）、合田健（京都大学名誉教授）と
岡市友利（元香川大学々長、名誉教授）両元科学委員の長としての舵取りの貢献は大きい。また各会議の招致・開催という極
めて困難な役割を献身的に遂行された、ウェイン・ベル（米）、故ベン・ヤンソン（スウェーデン）、エルダール・オーザン
（トルコ）、ピアムサック・メナスヴィータ（タイ）
、ジャンポール・デュクロトワ（フランス）、陳

中原（中国）の各委員、

さらに各回の報告論文選考を終始担当された、柳哲雄（九州大学教授）、渡邊正孝（元独立行政法人 国立環境研究所 水土壌
圏環境研究領域長、慶應義塾大学教授）両委員のほか、国内外の各委員には心からの感謝を申し上げたい。これらのうちお一
人でも欠けていたら、今日のエメックスの姿はない。
最後に事務局の熱心な貢献がエメックス活動を維持発展させ続けた点をあげたい。そのすべてを挙げるわけにはいかないが、
特に印象に深いのは、当時の兵庫県水質課の藤井昌
昭課長で、知事の命を受け札幌の私の研究室を訪ね
られ、その前年の1987年に瀬戸内海調査のため来日
されたイアン・モリス博士グループの協力を得て兵
庫県での国際会議開催の可能性の打診と私への協力
要請をされたことである。エメックスの源流といえ
ようか。また、スウェーデンでの「ウオ―ター・シ
ンポジューム」との共催に当たり、永田二朗専務理
事と共に幾度も同地と神戸でマーリン・ファルケン
マーク教授との打ち合わせを重ねたことも印象深い
ことであった。

2008年度の科学・政策委員会（前列右から４人目が筆者）

今後のエメックスの発展を心から期待したい。
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地中海にとって歴史に残る年
国連環境計画地中海行動計画（UNEP／MAP）
優先行動計画地域活動センター（ PAP ／ RAC ）所長
イヴィツァ・トゥルンビッチ（Ivica TRUMBIC）
2008年、二つの出来事が地中海の環境管理に大きな影響を与えました。統合的沿岸域管理（Integrated Coastal Zone Management,
ICZM）議定書の採択と、数百万ドルをかけたプロジェクトである「地球環境ファシリティー地中海大規模海洋生態系のための戦略
的パートナーシップ（GEF Strategic Partnership for the Mediterranean Large Marine Ecosystem）」の承認です。この二つの
出来事は共に、バルセロナ協定の調印者間、および主要な国際金融機関を含む利害関係者間の数年にわたる交渉の結果実現したもの
です。
2008年１月21日にマドリードで開催された会議において、バルセロナ協定の14の調印者がICZM議定書に調印しました。これはバ
ルセロナ協定の枠組の中での７番目の議定書となり、地中海行動計画（MAP）の重要な一里塚を示すものです。これにより、地中
海沿岸諸国は沿岸域をより良く管理できるようになり、気候変動など、近年問題化してきている沿岸環境問題にも対処できるように
なります。この議定書は、沿岸域の持続可能な開発、天然資源の持続可能な利用そして沿岸生態系、景観および地形の保全を保証す
るとともに、自然災害の影響を防止し、行政主導のイニシアチブと民間主導のイニシアチブとの一貫性を達成する手助けとなるもの
です。この議定書は７章40条からなります。この議定書の実施を評価するには早すぎますが、その影響の初期評価は、それが沿岸域
を明確に定義し、沿岸から最低100ｍのセットバックという定義を求める初めての国際法律文書であるという点において大胆であり、
ICZM制定法の分野におけるいくつかの問題、すなわち島々、文化的遺産、土地政策、経済・金融・財政に関する法律文書、自然災
害、そして沿岸浸食という問題に初めて取り組むという意味において革新的であり、沿岸に関する問題が発生してから対処するので
はなく、防止することを目指しているという点において前向きかつ能動的であり、今世紀において沿岸環境およびその保護のために
重要であると考えられているいくつかの新しい問題をカバーするという点において包括的であり、各機関の協調、国、地域および地
方自治体の協調、NGOその他の当該機関の参画、さらには海と陸地の保全を保証するという意味において統合的であるということ
を示しています。
その実施を妨げる可能性のある問題がいくつか考えられます。そのような革新的な法律文書に対する初期の情熱が萎えてしまう可
能性。それを採択して批准はしたものの、適切な資源を提供せず、それを実施するための充分な政治的な意志を示さない国が出てく
るかも知れません。議定書というのは複雑な法律文書ですから、それが批准された後に、国の立法機関によって適切な施行法が制定
される必要がありますが、それが行なわれない国、あるいは行なわれるにしても時間がかかる国が出てくるかもしれません。いくつ
かの「微妙」な条文に対しては反対の声が高まるかも知れません。例えば、沿岸からのセットバックを定義する条文です。また、こ
の度の経済・金融危機が議定書を実施する要望をスローダウンさせるかも知れません。
「地球環境ファシリティー地中海大規模海洋生態系のための戦略的パートナーシップ」の承認はこの年のもう一つの重要な出来事
です。このプロジェクトは国家横断的な診断分析（Transboundary Diagnostic Analysis, TDA）で明らかにされている地中海流域
諸国の優先事項および、地中海における生物多様性保全のための戦略行動計画（SAP‑BIO）と陸域起源汚染に対する戦略行動計画
（SAP‑MED）の二つの戦略的行動計画に略述されている合意済みの介入に直接応えるものです。地中海諸国は、関連する国家行動
計画（National Action Plan）や二つの戦略行動計画（SAP）で明らかになった越境汚染や生物多様性の保存優先事項に取り組む政
策改革、優先事項介入、および投資の実施に向けた協調的かつ革新的なアプローチが必要であることを認識しました。戦略的パート
ナーシップはUNEP/地中海行動計画（MAP）と世界銀行が主導し、GEF、MAPおよび世界銀行が共同出資しています。この他の
関連機関（UNESCO、UNIDO、FAOその他）とともに、複数の二国間および多国間援助機関も関与しています。このパートナーシッ
プは、政策、法律および機関の改革のほか、沿岸生息地および海洋資源など地中海流域の悪化に歯止めをかけるためのさらなる投資
を強化する際の触媒としても機能します。戦略的パートナーシップは、「地球環境ファシリティー栄養塩削減のための黒海流域戦略
的パートナーシップ（GEF Black Sea Basin Strategic Partnership for Nutrient Reduction）」に倣い、互いに補完する二つの要
素で構成されています。
・地域要素：「地中海およびその沿岸域の環境資源保護のための合意済み行動の実施」
（UNEP主導）
・「地中海大規模海洋生態系パートナーシップのための投資基金」
（世界銀行主導）
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国際エメックスセンターは、ホームページ（http://www.emecs.or.jp）を大幅に改定するとともに、メール
マガジン・システムを本年３月に導入しました。今後、ホームページの充実を図るとともに、メール配信によっ
て情報をタイムリーにお届けいたします。
これまで多くの方々にニュースレター等を郵送させていただいていましたが、このシステム導入に伴い、ニュー
スの発行をお知らせしますので、今後はホームページで閲覧いただきたいと存じます。
つきましては、読者の皆様にメールマガジンへ登録していただきますよう、お願いいたします。当センターの
ホームページの右下に「メルマガ登録はこちら」
とありますので、そこをクリックしていただき
ますと、登録画面が現れますので、貴方のメー
ルアドレス等を記入してください。また、メー
ルアドレスの変更や登録の廃止も同じ画面でで
きます。
また、今後エメックスニュースのページ数を
増やし、科学・政策委員からの情報提供、統合

ここをクリック
して登録！

的沿岸域管理、地球温暖化対策・脱炭素社会と
沿岸域等 の 政策 や 情報、JICA研修員 からの 情
報提供など、情報交流の場として充実させて参
りたいと思いますので、情報提供など、読者の
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

新しいホームページとメルマガ登録場所

過去のニュースレターはホームページの
ニュースレター・出版物 → ニュースレター をご覧ください

事務局からのお知らせ
ご賛同いただけるみなさまのご協力、ご参加を心よりお待ちしています。また、みなさまのお近くの方にも是非、本会をご紹介ください。
《年会費》

団体会員
NGO団体
個人会員

１００,０００ 円
３０,０００ 円
１０,０００ 円

《特
１
２
３

典》
当センターが主催または共催するシンポジウムセミナー等に優先的に参加
することができます。
当センターが有する最新の情報の提供を受けることができます。
当センターが実施する調査研究プロジェクトの形成などに参加できます。

※入会を希望される方は、国際エメックスセンター事務局までお問い合わせください。
投

稿

募

集

編集・発行及び連絡先

閉鎖性海域に関する研究や活動、会議、図書等の情報提供をお待ちしております。（謝金・原稿料はありません。）
財団法人 国際エメックスセンター
651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5-1 国際健康開発センタービル３階
TEL:078-252-0234 FAX:078-252-0404
HP : http://www.emecs.or.jp E-mail : secret@emecs.or.jp

※このニュースレターは再生紙を利用しています。
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