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国際エメックスセンター 新副理事長の就任
平成27年6月をもって、公益財団法人国際エメックスセンターの副理事長として、新たに松田治先生（広
島大学名誉教授、国際エメックスセンター科学・政策委員）にご就任いただきました。前副理事長の岡市友
利先生には、数々のご指導ご支援をいただきましたことを感謝申し上げます。

就 任 ご 挨 拶

松田

EMECS活動との関わり
私自身 の EMECS 活動 と
の関わりは、おかげさまで、
かなり長いものになりまし
た。振り返ってみますと、
国際 EMECS 会議 には 、第
１回の神戸市（1990年）か
ら第10回のトルコ、マルマ
リス市（2013年）まで、幸
いにも全ての会議に連続し
て参加させていただきまし
た。はじめは参加者、発表
者として、次第に科学・政
策委員会（SPC）委員や国際エメックスセンターの理事
として、会議や組織の運営にも関わるようになりました。
また、国際エメックスセンターが発展途上国における人
材育成を 目的として、JICAの 委託を受 けて実施 してき
た研修事業では、長年にわたって研修コースのコース・
リーダーも務めて参りました。本年８月にロシア連邦の
サンクトぺテルブルグ市で開催が予定されているEMECS11
にも参加の予定ですので、ほぼ四半世紀にわたって世界
の閉鎖性海域に関わり学ばせていただいてきたことにな
ります。
この間に国際エメックスセンターやSPCをはじめご関
係の皆様からいただいたご厚誼には、心より御礼申し上
げる次第です。このたびは、岡市友利前副理事長のご勇
退に伴い、図らずも後任の副理事長に就任することとな
りました。ここでは、日頃感じていることなどを述べて、
ご挨拶に代えさせていただきます。
さて、10回におよぶ国際EMECS会議は、会議自体、
非常に有意義なものでしたが、会議と合わせて企画され
たフィールド・トリップや開催地での交流も非常に印象
深いものでした。フィールド・トリップについて思いつ
目
次

治（広島大学

名誉教授）

くままに記憶をたどると、例えば、EMECS3（1997年、
スウェーデン、ストックホルム市）は、優れたストック
ホルム声明でも知られていますが、フィールド・トリッ
プでは、バルト海に面したストックホルム大学の臨海施
設ASKO研究所を訪ね、今は亡きヤンソン教授が案内を
してくれました。冬季には結氷するバルト海での研究や
砕氷能力のある研究船と共に、EMECSで卓越した見識
を長く示されたヤンソン教授が思い出されます。
EMECS4（1999年、トルコ、アンタルヤ市）のフィー
ルド・トリップでは、クルーズ船で海に出ました。海は
透き通っていて透明度が非常に高く、かなりの深さでも
海底までよく見えるほどでした。しかし、このきれいな
海は、深閑としていて、なぜか賑わいが感じられません
でした。泳ぐ小魚、貝やヒトデの姿は見えず、海鳥も飛
んでいませんでした。生き物の気配が全くないのです。
これが、地中海東部で初めて目にする貧栄養海域の印象
となりました。
EMECS7 （ 2006年、 フランス 、 カ ー ン 市） では 、柳
哲雄教授と共に日本のSatoumiについて報告し、最終日
の総括討論では、EMECS会議の重鎮でもあるトルコの
オザーン教授から大変前向きな評価をいただきました。
オザーン教授は自身で作られたとりまとめのスライドに、
Satoumiは"Symbiosis among human communities and
coastal areas ‑ a more rational vision of coexistence"
であると 書 き 込 まれました 。 これが 、 その 後 の 国際
EMECS会議 で 、Satoumiがしばしばテ ーマとして 取 り
上げられる大きなきっかけとなりました。
EMECS9（2011年、USA、 ボルティモア 市） は 、国
際EMECS 会議 として 2度目 のボルティモアでしたが 、
フィールド・トリップでチェサピーク湾財団が運営する
農場を 訪ねたことが思い 出されます 。"海の 財団が 農場
を 運営"というと 意外な 感じもしますが 、市民や 消費者
とも 連携 したCommunity Supported Agricultureとい
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われるこの取り組みは、農業と海とをつなぐ社会実験と
もいえるもので、その後の日本での里海づくりなどにも
非常に参考になりました。

来の豊かさは失われたままとなっています。そこで、今
回の改定では、従来の規制型の水質保全中心からより積
極的な水産資源の確保や環境の保全・再生などに大きく
軸足が移され、瀬戸内海を「多面的価値及び機能が最大
限に発揮された豊かな海とする」ことが改正法の基本理
念にも明記されました。
瀬戸内海ではその大部分の海域で、既に、水質的な環
境基準は達成されており、瀬戸内海は、いわば「ポスト
総量削減時代」に入りつつあります。瀬戸内海は、日本
における海域環境管理の「実験海域」とも称されてきま
したが、これからは、世界の閉鎖性海域ともさらに交流
を深めながら、世界の実験海域としての役割を果たして
ゆく必要があります。
EMECS活動のこれから
前項で瀬戸内海の変化について述べましたが、世界中
の閉鎖性海域についても、近年の状況変化には非常に大
きいものがあります。世界の閉鎖性海域の状況には、改
善されている部分もありますが、むしろ深刻化している
ものも少なくありません。国際エメックスセンターや国
際EMECS会議の「閉鎖性海域」という視点は非常にユ
ニークで、当初のミッションは依然として非常に有益な
ものですが、組織や会議の在り方を時代の変化に柔軟に
適応させてゆくことも大切です。EMECSの国際的なネッ
トワークとテーマを質・量的にさらに深化させて有効な
ものにしてゆくことが大切です。
2015年には、ベトナムのダナン市で開催されたPEMSEA
のEAS−Congress（東アジア海洋会議）、中国の烟台市
（Yantai）で開かれたLOICZ（Land‑Ocean Interaction
in Coastal Zone）やMarginal Seaの会議、韓国の昌原
市（Changwon） で 開催 された 「総量削減制度（ Total
Pollution Load Management）導入 10周年」記念 シン
ポジウムなど、EMECSと関係の深い会議にも参加する
機会 がありました 。その 際には 、EMECSや Satoumiに
関する活動が国際的にかなりよく知られるようになった
こととともに、類似のテーマを扱う他のグループや組織
との連携をさらに深めることの必要性を強く感じました。
EMECSの将来像や組織の在り方については、近年、
論議が盛んになり、組織的に検討中でもありますが、今
後、SPCを中心にした様々な機会に議論が進むことを期
待しております。その際には、「ないものねだり」をす
るのではなく、これまでのEMECS活動の実績を踏まえ
て 、 その 特長 や 強 みを 十分 に 生 かすことが 大切 です 。
EMECS活動の特長や強みとして、閉鎖性海域をキイワー
ドにした国際組織は他に類を見ないこと、科学政策委員
会（SPC）が国際的な人材を集めて良い雰囲気で運営さ
れていること、里海（Satoumi）についてしばしば取り
上げ国際的な発信を続けてきたこと、などを挙げること
もできましょう。将来のEMECSの在り方については、
これまでの実績と独自性originalityを最大限活かして進
めることが効果的であると考えております。新参の副理
事長として微力を尽くすつもりですので、引き続きのご
支援ご協力をよろしくお願いいたします。

EMECS9のフィ ー ルド ・ トリップでは 、 チェサピ ー ク 湾財団 が 運営
するCLAGETT農場をトラクターにひかれて見学した

EMECS活動と瀬戸内海
そもそもEMECS活動は、瀬戸内海の環境問題を解決
するための経緯の中で生まれました。従って、EMECS
と瀬戸内海は切っても切れない関係にあります。そのこ
とは、組織の面からも明らかです。ご承知の方が多いと
思いますが、国際エメックスセンターと瀬戸内海環境保
全協会および瀬戸内海研究会議事務局の３者は神戸の同
じオフィスの中にあり、いわば、一心同体の組織なので
す。国際エメックスセンターは国際的機関ですが、この
３者のトライアングルが、国際エメックスセンターの日
本国内における基盤にもなっています。さらに国際エメッ
クスセンターの理事長である井戸敏三兵庫県知事が、瀬
戸内海環境保全知事市長会議の議長を務められているこ
とも、EMECS活動と瀬戸内海の関係を強化しています。
ここで、EMECS活動が始まってからの期間だけを考
えても、この間の瀬戸内海の変化には非常に大きいもの
があります。瀬戸内海の管理には長い歴史がありますが、
近年も2013年に「瀬戸内法」制定40周年を、2014年には
瀬戸内海国立公園指定80周年を迎えたところです。そし
て、2015年は瀬戸内海にとって格別に重要な方向転換の
年となりました。すなわち、2015年２月末に国の瀬戸内
海環境保全基本計画の大幅改定が閣議決定されると、こ
の大幅改定の内容を裏づける形で９月末には国会で改正
瀬戸内法が成立したからです。法律と基本計画のこれま
でにない大幅な改定がセットでなされ、瀬戸内海の管理
制度が大きく変わることになりました。
今回の制度改変の趣旨を一言 でいえば、「きれいな海
から豊かな海へ」の目指すべき方向の大転換といえます。
公害時代の「瀬戸内法」制定以来、長年にわたって汚れ
た海をきれいにすることに専念してきた結果、陸域から
の汚染負荷の総量削減などの効果で、水質の「きれいな
海」はかなりの程度に実現できました。一方、自然の浜
や藻場・干潟は減少し漁獲量も減少して、瀬戸内海の本
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＜ご案内＞ EMECS 11 ‒ Sea Coasts XXVI ジョイント会議
〜 変動する世界における沿岸域・コミュニティのリスクマネジメント 〜
開催期間：2016年８月22日（月）〜27日（土）
開催場所：ロシア連邦・サンクトペテルブルク アジムットホテル （Azimut Hotel）
主
催：ロシア科学アカデミー世界海洋ワーキンググループ"Sea Coasts"
公益財団法人国際エメックスセンター
会議公式ウェブサイト：www.emecs‑sc2016.com（英語・ロシア語）
・沿岸域および海洋域生態系の調査とモニタリング
・沿岸域のモデリングおよびモニタリングプロセスへ
のアプローチと課題
・沿岸域と外洋の相互作用：生態系へのインパクト
・沿岸域の生態学的脆弱性：人為的負荷と自然災害
・ICZM−ケーススタディと新たな知見
・沿岸域資源の持続可能な利用と開発：効果的な管理
とアプローチ
・閉鎖性海域管理の法的・政治的課題
・人的資源と地域的視点から見た閉鎖性海域の管理

公益財団法人国際エメックスセンターでは、第11回世
界閉鎖性海域環境保全会議（EMECS11）を、ロシア科
学アカデミー世界海洋ワーキンググループ（Sea Coasts）
との共催 により 、「 EMECS11−Sea Coasts XXVIジョ
イント会議」として、2016年８月にロシア連邦・サンク
トペテルブルクで開催いたします。
昨今の地球温暖化、人口や経済の変化、開発に伴う人
為的負荷は、生態系を含む沿岸域の環境に大きな影響を
及ぼしており、様々な課題やリスクが生じています。
今回のエメックス会議は、『変動する世界における沿
岸域・コミュニティのリスクマネジメント』をテーマと
して、世界の沿岸域環境保全への取り組みや知見を共有
し、今後の沿岸域環境管理の方向性を探り、向上させる
場にしていきたいと思います。
研究者、沿岸域管理・計画関係者、政策担当者、行政
関係者、資源開発や環境保護活動に携わる方々など皆様
のご参加をお待ち
しています。

●エメックス会議ツアー
国際エメックスセンターではこの会議に参加される研
究者の皆様、環境関連団体や企業の皆様の利便のため、
参加ツアーを実施する予定です。
＜エメックス会議ツアー日程＞
日付

都 市 名

１ ８/20 日本発（深夜）
（土）

内

容

（機中泊）

２ ８/21 St.ペテルブルク着 ［宿泊］
（日）
アジムトホテル・サンクトペテルブルク

●主催
公益財団法人国際エメックスセンター（EMECS）
ロシア科学アカデミー世界海洋ワーキンググループ
（Sea Coasts）
●現地事務局
ロシア国立水文気象大学（RSHU）
ロシア科学アカデミー P.P.シルショフ海洋学研究所
（IO RAS）
A.P.カルピンスキーロシア地質調査研究所（VSEGEI）

３ ８/22 St.ペテルブルク
（月）

登録受け付け
エメックスナイト（有料）

４ ８/23 St.ペテルブルク
（火）

エメックス会議（１日目）
・開会式、セッション、分科会

５ ８/24 St.ペテルブルク
（水）

エメックス会議（２日目）
・セッション、分科会

６ ８/25 St.ペテルブルク
（木）

エメックス会議（３日目）
・セッション、分科会、市内ツアー

７ ８/26 St.ペテルブルク
（金）

エメックス会議（４日目）
・セッション、分科会、閉会式
・閉会レセプション

８ ８/27 St.ペテルブルク
（土）

エメックス会議（５日目）
・テクニカルツアー
（洪水防御ダム視察）

９ ８/28 St.ペテルブルク
（日）St.ペテルブルク発 （機中泊）

●会議メイントピックス
・沿岸域システムとその動態
・沿岸浸食と沿岸の動力学プロセス
・GISと海洋空間計画
・変動する世界における気候変動。気候変動に対する
沿岸域の適応策
・沿岸域における水理工学構造物の建設と開発および
浚渫

10 ８/29 日本着（夕方）
（月）

旅行企画・実施：ジェーアイシー旅行センター株式会社
（www.jic‑web.co.jp）
ツアーパンフレット：http://www.emecs.or.jp/upload
/emecs/emecs11̲tour̲jp.pdf
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●サンクトペテルブルク

●会場
アジムトホテル・サンクトペテルブルク
（AZIMUT Hotel St. Petersburg）

ソ連時代からサンクトペテルブルクにあるホテル。2014
年に全面改装されました。
最寄 り駅 は地下鉄 バルチー スカヤ（Baltiyskaya）駅
です。
【地図：外務省HP】

●会議参加登録料
会議開催地のサンクトペテルブルクは閉鎖性海域であ
るバルト海に面しています。街は低湿地に築かれており、
バルト海から押し寄せる高潮で何度も大洪水に見舞われ
てきました。このため街の沖合部には高速道路を兼ねた

一般参加者

登録料

2016年６月15日締切

350ユーロ

若手参加者
登録料
（2016年８月22日時点で30才未満）

洪水防御ダム（全長25km）が建設されるなど、街は防
災と環境の両方の問題に直面しています。

2016年６月15日締切

会議期間中に、サンクトペテルブルク市内ツアーや、
洪水防御ダムを訪れるテクニカルツアーが行われる予定

200ユーロ

※その他の参加登録カテゴリーや詳細については

です。

会議ウェブサイトでご確認願います。
（http://www.emecs‑sc2016.com）
●登録等に関する期限

サンクトペテルブルク洪水防御ダム

●ロシア入国ビザ

ロシア入国ビザサポート依頼締切

６月１日（水）

参加登録料支払い締切

６月15日（水）

最終アナウンスメント

６月中

会議プログラム暫定版発行

６月中

会議プログラム最終版発行

６月中

日本国籍の方がロシアへ入国するにはビザが必要です。
ビザ申請手続きに必要な招待状は現地事務局が発行し、
●ジョイント会議公式ウェブサイト

参加者宛てに郵送します（招待状発行手数料・国際郵送
料金が別途必要）。

参加ご登録、会議スケジュール等、会議に関する詳細

なお、ビザ申請にはパスポートの有効期限が、申請す

な情報については、ジョイント会議公式ウェブサイトを

るビザの出国期限より６か月以上必要です。

ご覧ください。
www.emecs‑sc2016.com（英語・ロシア語）

（例・有効期限2017年２月28日まで必要）
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エメックス国際セミナー開催報告
世界の閉鎖性海域 〜自然生態系と人間活動の調和を目指して〜
世界的な人口増加とともに拡大し続ける産業や農業、

るが、その経済活動や生活パターンから発生する多様な

都市開発といった人間活動は様々な自然生態系に大きな

環境負荷が海域に与える人間活動の大きさを評価し、環

負荷を与えており、沿岸域環境もその影響を受けていま

境負荷を算定する努力が必要である。人間活動圏や山地

す。国際エメックスセンターは、日本や中国、ヨーロッ

・森林は、降水を安定した河川流量として下流に放出し

パでの沿岸域環境の現状や保全の取り組みについて新た

ながら栄養塩や高分子有機物等を海域へ提供する機能を

な知見や経験を共有し、今後の人的活動と自然環境の共

持つが、気候変動や巨大開発の影響により大きく変化し

存について議論を深めるため、平成27年６月19日（金）

ている。

に兵庫県公館大会議室において「世界の閉鎖性海域〜自

第２次世界大戦後の経済成長の時期から沿岸海域の変

然生態系 と 人間活動 の 調和 を 目指 して 〜」 と 題 して 、

化がもたらす沿岸の漁業や環境の劣化が顕著になった。

「エメックス国際セミナー」を開催しました。

瀬戸内海では1960年代の高度成長とともに赤潮等による

セミナーでは、鈴木基之国際エメックスセンター会長

漁業被害が頻発したため、1970年前後に水質汚濁防止法

による基調講演に引き続き、松田治エメックスセンター

による排水規制等が徹底され始めた。赤潮発生の主原因

副理事長（広島大学名誉教授）を座長とした３つの講演

となる陸域からの栄養塩の流入が注目され、窒素・リン

とパネルディスカッションが行われたほか、第11回エメッ

などの総量規制も施行されるようになった。しかし、赤

クス会議の案内等が行われました。

潮発生は少なくなったが瀬戸内海の漁獲高が減少してい
るという事実もある。瀬戸内海の沿岸線は入り組んでい
るため潮汐流も複雑である。物質循環の予測は容易では
なく伝統的に蓄積された知恵も多く失われたと思われる。
世界に数多くある多様な閉鎖性海域の健全な姿を構築
するため、様々な取り組みが求められる。
□講演要旨
１.日本の沿岸域管理政策のレビューとこれから
根木 桂三
環境省 水・大気環境局
水環境課 閉鎖性海域対策室室長
日本は1960年代の高度経
済成長期に深刻な水質汚濁

□基調講演要旨

を経験した。また、人口や
産業の集積によって陸域か

陸域の人間活動と沿岸域の環境
鈴木 基之 （公財）国際エメックスセンター会長
元環境省中央環境審議会会長

ら海域への科学物質や有機
物、栄養素等の汚濁物質が

生命の源を産んだ海は、

流入し、健康被害や赤潮発

陸域・海域の生物全ての生

生の原因となって漁業や生

存可能な気候条件を創出す

活環境へ悪影響を与えた。

る根本的な存在である。前

このような状況を改善する取り組みの一つに、水質汚濁

半世紀で人口が倍以上に増

防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく水質総

えたことで人間活動も爆発

量削減制度があり、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海では、

的に拡大し、その影響は沿

これらの 海域 へ 流入 するCOD 、全窒素・全 リンについ

岸域、特に閉鎖性海域にも

て汚濁負荷の総量削減が図られてきた。本講演では、日

見られる。多くの海岸や河

本が長年にわたって瀬戸内海等で実施してきた水質総量

川流域に人口が集中してい

削減制度の仕組みやその取組結果、現在の制度検討状況
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について紹介をする。

る割合に比べ、北部の主要

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、政府が策定す

河川（黄河、淮河、海河）

る瀬戸内海環境保全基本計画が約14年ぶりに変更された。

全体の年間流水量が大変少

この基本計画は平成12年12月を最後に変更して以来10年

ないのにもかかわらず、中

以上が経過し、生物多様性の向上等の新たな課題に対応

国全土の耕地の62％もの灌

するため審議や意見聴取を経て平成27年に変更が閣議決

漑を行っている。また、北

定された。さらに、平成27年度からは「きれいで豊かな

部では干ばつが頻繁に発生

海」の確保を目指した調査・検討を開始した。この基本

し、黄河上流では過剰灌漑

計画の概要と本計画において新たに掲げられた「沿岸域

も行われてきた。そのため、

の環境の保全、再生及び創出」や「水質の保全及び管理」

長江から西、中央、東の３

等の推進・具現化に向けた環境省の最新の取り組みにつ

つのルートで水を北部まで

いて紹介する。

運ぶ南北の水輸送は実用的である。
西ルートで分水した水は長江上流から黄河上流へ向か

２.気候変動と北西ヨーロッパの持続可能な河口域管理
ジャン−ポール・デュクロトワ
ハル大学名誉教授（フランス）

い、北西部の6省に供給される。これは過剰灌漑が起き
ている黄河流域の水不足を補填することが目的である。

河口は沿岸域環境が生態

中央ルートで輸送される水は主に丹江口貯水池から分水

学的に機能するための重要

され、運河沿いの主要都市に供給される。これは北京、

な地域であり、これらの生

天津を含む20以上の都市における生活用水の利用からの

態系に見られる生物地球化

圧力を放出することと水のエコ利用を目的としている。

学的循環と生物学的過程の

そして、東ルートは中国北部の東海岸での需要に対応す

恩恵を受ける人々によって、

るもので、黄河下流域の水不足を原因とする問題を解決

幅広く利用され、多くの経

することが目的である。

済活動の発展に貢献してい

しかし、分水には問題もある。例えば、長江中流から

る。しかし、今日では沿岸

分水される水量は、水源から川に流れ込む水の年間流入

域環境はその発展により増

量のおよそ24％に達するため、乾季に地元の水源を脅か

大するプレッシャーにさら

している。また、分水は長江河口への塩水侵入を悪化さ

され、生物環境に影響を与えている。河口の管理には、

せている。分水は北部の水不足を緩和するが、環境保全

全ての利害関係者に理解され、受け入れられる生態学的

の観点からは多くの副作用を引き起こすため、統合的な

目的を伴ったグローバルなビジョンが必要となる。科学

水の研究を早急に行う必要がある。

者達は河口の生態学的機能に関連して、水文学的および
地形学的条件を理解することが重要であると示唆した。

これら３つの講演後、松田副理事長をコーディネー

また、一時生産性と漁業コミュニティーの構造が、環境

ターとしてパネルディスカッションを行い、活発な

の健全性指標であることが明らかになっている。

議論が交わされました。

本講演ではフランスのセーヌ川やイギリスのハンバー

その後、本年８月にロシア・サンクトペテルブル

川など、5つの河川において、損傷を受けた生物環境を

クにて開催する第11回エメックス会議に関して、国

回復させるために開発された手段や失われた河口生態学

際エメックスセンター科学・政策委員長の渡邉正孝

機能を再生するための方法の比較、そして前世紀中にこ

教授（中央大学研究開発機構）からサンクトペテル

れらの河口で起きた形態学的変化と生態学的変化を振り

ブルク洪水防御ダム（会議のフィールドトリップで

返り、それらの生態学的機能の改善に役立った行動を紹

訪問予定）についての説明、エメックス科学・政策

介する。

委員のRuben Kosyan博士（ロシア科学アカデミー）

３.中国・南水北調プロジェクト
陳

中原

から会議の案内がありました。最後に柳哲雄国際エ

〜南の水を北へ〜

メックスセンター特別研究員（九州大学名誉教授）

華東師範大学教授（中国）

から、環境研究総合推進費による戦略研究プロジェ

水資源が豊富な中国南部に対し、水が不足している北

クト「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域

部では社会・経済開発に著しい遅れが生じている。南部

管理手法」の実施状況について説明がありました。

を流れる長江の年間流水量とそれを耕地の灌漑に使用す
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国際会議参加報告
（ 詳しい報告は国際エメックスセンターウェブサイトhttp://www.emecs.or.jp/ をご覧ください ）
MEDCOAST2015会議（ブルガリア・ヴァルナ）

１日目は国際エメックスセンターの柳哲雄特別研究員
（九州大学名誉教授）が、里海の定義や生態系ベース管
理・コミュニティベース管理・統合的沿岸域管理の関係
性について基調講演を行い、同特別研究員が研究代表者
となっている環境省環境研究総合推進費による戦略研究
プロジェクト「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸
海域管理手法の開発」について紹介しました。インドネ
シアやフランス、アメリカ等の参加者からは、インドネ
シアにおける里海概念に基づいた持続的養殖活動の試み
や、科学技術政策の中の里海関連政策の位置付け、EU
における里海関連研究等、里海を取り入れた沿岸域管理
に関する様々な報告が行われました。
２日目に行われたフィールドトリップではジャカルタ
の北約50kmに位置するSeribu諸島を訪れ、エビや魚の
養殖施設、環境学習施設等を見学しました。
【里海国際ワークショップウェブサイト：
http://satoumiworkshops.org/】

第 10 回 エメックス 会議 を 共催 した MEDCOAST 財団
（トルコ共和国）の主催によるMEDCOAST2015会議が、
平成27年10月６〜10日にかけてブルガリアのヴァルナで
開催されました。
会議では沿岸域管理に関する様々なセッションが開催
され、仲上健一教授（立命館大学）が、日本の沿岸域管
理の現状や里海の概念、環境省環境研究総合推進費によ
る戦略研究プロジェクト、エコシステム評価等について
発表しました。
国際エメックスセンターの展示ブースでは、平成28年
８月 にロシアで開催 する第11回 エメックス会議 のPRを
含むエメックスの活動や里海、戦略研究プロジェクト、
瀬戸内海の環境等についてのポスターやパンフレット、
チラシを展示・配布し、多くの参加者に立ち寄っていた
だきました。
本会議にはヨーロッパや米国、中近東、アフリカ、ア
ジアなど幅広い地域の国々から約120名の参加があり、
各国の沿岸域環境に対する取り組みや政策、課題等を紹
介し、今後の沿岸域管理の方向性に関して活発な議論が
行われました。
【MEDCOAST会議ウェブサイト：
https://www.conference.medcoast.net/】

東アジア海洋会議2015（ベトナム・ダナン）

国際エメックスセンターが非政府パートナーとして参
画 している 東 アジア 海域環境管理 パ ー トナ ー シップ
（PEMSEA）が主催する東アジア海洋会議（East Asian
Seas Congress）2015が、平成27年11月16〜21日にかけ
てベトナム・ダナンで開催されました。国際エメックス
センターはブース展示や、松田治国際エメックスセンター
副理事長とともにパートナーシップ会合に出席した他、
閣僚級会合にオブザーバーとして参加しました。
会議期間中は様々な内容のセッションが開催され、笹
川平和財団海洋政策研究所と国際エメックスセンターの
共催による「日本における先導的な沿岸域総合管理の取
り組み」をテーマにしたセッションでは、古川恵太海洋
政策研究所主任研究員（国際エメックスセンター科学・
政策委員）と松田副理事長が座長を務め、日本の沿岸域
環境管理に関する様々な発表が行われました。本会議に
は日本をはじめ、ベトナム、中国、韓国、シンガポール、
インドネシア等、東アジアの国々から500名以上が参加
しました。
【東アジア海洋会議ウェブサイト：
http://eascongress.pemsea.org/】

第３回里海国際ワークショップ
（インドネシア・ジャカルタ）

平成27年10月７〜８日にかけて、インドネシア技術評
価応用庁主催、国際エメックスセンター他3団体の共催
による第３回里海国際ワークショップが、インドネシア
のジャカルタで開催されました。
7

NewsLetterNo.36

エメックス活動の成果報告
エリック・ウォランスキー教授（Prof. Eric Wolanski）
国際エメックスセンター科学・政策委員、ジェームスクック大学教授（オーストラリア）
さらに、柳氏から
「Development of coastal
management method to
realize the sustainable
coastal sea」と題した発表
を、私は「Physics‑biology
links determining connectivi‑
ty for fauna and flora at
scales of m to 10,000km"
と題した基調講演を行いま
した。また、Michael Elliott氏（イギリス・ハル大学教授）と私
が共同執筆した新刊本「Estuarine Ecohydrology. An Introduc‑
tion」（Elsevier出版）の紹介を行いました。
また 、国際 エメックスセンタ ー科学・政策委員 の Jean‑ Paul
Ducrotoy氏（ イギリス・ ハル大学教授） が、彼 のブックシリー
ズ「Estuaries of the World」に関連したセッションの議長を務
めました。
最後に、エメックスがスポンサーとなったエメックス学生発表
賞が授与されました。エメックス学生発表賞は2012年にイタリア
・ヴェニスで開催されたECSA50会議で２名、2013年に中国・上
海で開催されたECSA53会議での３名が表彰され、ECSA会議の
新たな伝統となっています。
当会議 では柳氏、 Ducrotoy氏、私 の ３名 が 審査員を 務 め 、会
議最終日のプレナリーセッション後に参加者の前で表彰式が行わ
れました。また、スポンサーとなったエメックスに対し、ECSA
およびElsevierから感謝の意が表されました。今回は４名が学生
賞に選ばれ、それぞれにElsevierから出版された河口域海洋科学
本と賞状が授与されました。受賞者は下記の通りです。

ECSA55会議（イギリス・ロンドン）参加報告
2015年９月６〜９日にかけて、河口域・沿岸科学学会（ECSA）
による国際会議ECSA55が「Unbounded boundaries and shifting
baselines」をテーマに、イギリス・ロンドンで開催されました。
国際エメックスセンター（以下、エメックス）は当会議のスポン
サーとなり、エメックスの名を冠した「エメックスセッション」
を開催しました。
セッションでは、エメックス科学・政策委員である私と柳哲雄
氏（九州大学名誉教授、国際エメックスセンター特別研究員）が、
共同議長を務めました。
学会全体の参加者は約360名で、エメックスセッションにも多
くの方々に参加していただきました。
セッションで行われた口頭発表は下記の通りです｡（発表者名省略）
１. Competition of Zostera marina and Zostera japonica in
the eelgrass bed of eastern Yamaguchi in the Seto Inland
Sea, Japan
２. Benthic quality assessment using M‑AMBI analysis in
Seto Inland Sea, Japan
３. The fate of Phosphorus in the Yangtze （Changjiang）
Estuary, China, under multi stressors: hindsight and
forecast
４. Sources, distribution and toxicity of organic pollutants
in coastal and shelf sediments of developing southwest
China
５. Mercury cycling in a hot spot of the Mediterranean
basin
６. Assessing the effects of mussel and finfish aquaculture
farming in Pelorus Sound, New Zealand: 18 years of
monitoring data and a 3D biophysical model suggest
that climatic influences outweigh aquaculture influences
７. Water column stability and quality in semi enclosed
coastal seas and basins
８. Acidic lagoonal waters have healthy coral communities
thanks to poor flushing

■口頭発表賞
菅井 洋太 （日本・創価大学）
Luis Henriquez（オーストラリア・タスマニア大学）

■ポスター発表賞
Franziska Bitschofsky
（ドイツ・ロストック大学）
Ken Schoutens
（ベルギー・アントワープ大学）

全ての発表が、湾やフィヨルド、流速が遅い河口域、半閉鎖性
海域およびラグーンといった半閉鎖性構造と、そこに現れた問題
と解決策の共通性が対象となりました。閉鎖性海域をどのように
管理し、どのような管理しないかというところに重要な教訓があ
りました。

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。
公益財団法人 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番2号 人と防災未来センター 東館5F
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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