は じ め に
米国東部 に 位置 す る チェ サ ピ ー ク 湾 は 、 メ リ ー ラ ンド 州 をは じめ と する ６ つ の 州 に 囲 ま
れ て い る 北 米 の 代 表 的 な 閉 鎖 性 海 域 で す 。 チ ェ サ ピ ー ク 湾 の 環 境 管 理 は 、 1983 年 と 1987
年（ 1992 年 に 改 訂） に 連邦政府並 びに 周 辺州政府 ワシントン 市 の 間 で 署名 された 協定 に 基
づ き 実 施 さ れ て き ま し た が 、 今 回 の チ ェ サ ピ ー ク 2000 は 、 そ の 湾 協 定 の 第 ３ 版 で 、 ２ 年
にわたる 見 直 し 作業 を 経 て 今 年 6 月 28 日 に 調 印 されたものです 。

「 流 域 に お け る 協 力（ A Watershed Partnership ）」 と 呼 ば れ る チ ェ サ ピ ー ク 2000 は 、
これまでの 成果 や 課題 に 基 づき 、 また 、 次世紀 での 回復努力 に 焦点 を 当 てた 長期的観点 か
ら 、科学者 や 地元政府、環境保護団体、市民 の 協力 と 参加 を 得 て 作 成 されたもので 、 チェ
サピ ー ク 湾 と 支 流 における 生 物資源 を 存 続 させるため 、十分 な 水質 の 改善 とその 将来 にわ
たっての 維 持 を 図 ることを 目 標 と しています 。

一方、我 が 国 においても 、 沿岸管理域 の 統 合管理 や 市民参加 のあり 方 が 国土庁 や 環境庁
をはじめとして 様々 な 観点 か ら 検討 さ れているが 、 いずれの 主 体 の 取 り 組 みおいても 、市
民参加 による 統 合管理、情報公開、環境教育 はこれからのキ ー ワ ー ド となっています 。

このような 我 が 国 の 取 り 組 み においても 、本 稿 で 紹 介 したチェサピ ー ク 湾 における 挑 戦 的
な 取 り 組 み や 政策形成 の 過程 は 、今後 の 日本 の 沿岸域環境保全 の 推 進 に 資 するものがある
と 思 われた 。当 センタ ー では 、今後 とも 、一層 の 情報収集 に 努 めていきたいと 考 えている 。

本 報 告 書 は 、 チ ェ サ ピ ー ク 2000 の 合 意 に 努 力 さ れ た 米 国 の 科 学 者 、 行 政 及 び 立 法 の 関
係者 を 招 き 、 そ の 意義 と 課題及 び 市民参加 の あり 方、新 た な 統 合管理 のあ り 方 に つい て ご
紹介 いただきました 「 エメックス 国際 セ ミナ ー
めたものです 。
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チェサピ ー ク ２０００ 」 での 内容 をまと

本報告書 は 、以下 の セミ ナ ー で 発表 さ れた 内容 や 使用 ま たは 配布 さ れた 資料 に 基 づ い て
編 集 し て い ま す 。 な お 、 参 考 資 料 に つ い て は 、 関 連 ホ ー ム ペ ー ジ（http : // www . chesapea
kebay . net / index . htm ）か ら ２ ０ ０ ０ 年 ８ 月 に ダ ウ ン ロ ー ド し た も の を 基 づ い て 編 集 し て
います 。
名

称：

テーマ：

エメックス 国 際 セミナ ー
チェサピ ー ク ２０００
リニュ ー ア ルされたチェサピ ー ク 湾 プログラムについて
〜流域 における 協力体制
ー統合管理（ ガバナンス ） の 新 たな 地平 を 目指 して 〜

日

時：

平 成 １ ２ 年 ８ 月 ２ ２ 日（ 火）

場

所：

ひょうご 国際 プラザ ３ 階 ホ ー ル

１４ 時 〜 １ ６ 時 ３ ０ 分

（神戸市中央区脇浜海岸通 １ 丁 目 ５ 番 １ 号 ）
主

催：

財 団法 人 国際 エメックスセンタ ー

協

賛：

瀬 戸内海環境保全知事・市長会議

後

援：

環 境庁、兵庫県、（社）日本水環境学会、日本沿岸域学会、
（社）瀬戸内海環境保全協会、瀬戸内海研究会議、
財団法人 ひょうご 環境創造協会

コ ー ディ ネ ー タ ー 及 び 講師 ：
熊本

信夫（北海学園大学長）

ウェイン ・ ベ ル （ ワシントン 大学環境科学 センタ ー 所長）
デビッド ・ キャロル （ 環境政策・研究管理事務所長）
ジェ ー ン ・ ニシダ （ メリ ー ランド 州環境省長官）
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Chesapeake 2000:A Watershed Partnership
チェサピーク２０００：流域における協力体制
「 Chesapeake 2000 」 は 、 多 く の 管 轄 区 を 含 む チ ェ サ ピ ー ク 湾 に お け る 共 同 プ ロ グ ラ ム
によって 書 かれた 湾協定（第 ３ 版） で ある 。 これまでの 協 定 は 、 1983 年 と 1987 年 （ 1992 年
に 改訂） に 署名 されているが 、今回 の 協定 は 、 チェサピ ー ク 湾 プログラムに 携 わるスタッ
フや 関係者 が 科 学者 や 地元政府、保護団体、市民 の 協力 を 得 て 作成 し たものである 。 これ
らの 資料 は 、現在、 イ ンタ ー ネット 上 で 、様々 な 関 連情報 とともに 公 開 さ れている 。
「 Chesapeake 2000 」 は 、 先 の 協 定 や そ の 方 向 性 で 概 説 さ れ て い る チ ェ サ ピ ー ク 湾 プ ロ
グラムの 成果 や 責務 に 基 づき 、 また 、次世紀 での 回復努力 に 焦点 を 当 てた 長期的 な 責務 と
して 作成 された 。 こ の 新 し い 協定 の 主 な 目標 は 、 チェサピ ー ク 湾 とその 支 流 における 生 物
資源 を 存続 させ るに 十分 な 水質 の 改善 と その 将来 に わた っ ての 維持 に ある とし て いる 。
「 Chesapeake 2000 」 は 、 チ ェ サ ピ ー ク 湾 プ ロ グ ラ ム の 歴 史 の 中 で も 最 も 包 括 的 で 高 い
目標 と 見 ら れている 。 いくつかの 流域 に おいては 、 水準 を 回復 するには 栄養塩 の 削減 を 現
在 の 40 ％以上 に する 必要 があると 見積 も られている 。 さらに 、 初 めて 包括的 なヘドロ 削減
レベルが 設 定 されることとなった 。
以 下 にこの 協 定 で 示 されている 回復 の ための 責 務 を 示 す 。
（ １ ） 2010 年 までにカキの 数 を 10 倍 に 増 加 さ せることを 目 標 と する 。
（ ２ ）十分 な 水質改善 によって 、 チェサピ ー ク 湾及 びその 支流 を 米国環境保護庁 の 「危機
に 瀕 し た 水 域 リスト 」 から 2010 年 までに 削除 す る 。
（ ３ ）現行 の 税政策 を 再吟味 し 、健全 な 土地利用 を 奨励 し 、持続的 な 発展 を 阻 害 する 要 因
を 取 り 除 くため 、 税 によるインセンティブ 方 策 を 創 設 する 。
（ ４ ）干 潟 回復 と 保 護 に 関 す る 新 しい 目 標 を 設定 す る 。
（ ５ ）船 からの 廃棄 物 に 関 する 非 投棄 ゾ ー ン を 選 定 する
（ ６ ）工業遊休地 の 再開発 に 関 す る 数値目標 を 設定 する 。（2010 年 まで に 1,050 カ 所）
（ ７ ） 2010 年 ま で に ふ れ あ い の 場 所 （ Public Access Point ） を 30 % 拡 大 す る こ と を 目 標
とする 。
（ ８ ）藻 場 を 114,000 エ ー カに 増加 させることを 再 び 約 束 する 。
（ ９ ）小 川 や 河 川 の 保 護 を 推 進 す る 。
「 流 域 に お け る 協 力 体 制（ A Watershed Partnership ）」 と 呼 ば れ る こ の 協 定 は 、 チ ェ
サピ ー ク 湾 の 市民 やコミュニティ ー に 届 くことにも 重点 をおいている 。 この 協定 によると 、
「 この 再締結 において 、全 ての 者、 つまり 個人、企業、 コ ミュニティ ー、 そして 政府 が 、
各々 の 努力 によって 、 チェサピ ー ク 湾集水域 の 全市民 に 対 して 共有 さ れたビジョンを 委 託
するということに 勝 る 偉大 な 目 標 はない 。」 と 述 べている 。 さらに 、不断 の 努力 と 教育 は 、
64,000 平方 マイルの 集水域 の 市 民参加 を 得 る 重要 なツ ー ル であると 考 えられるとも 付 け 加
えられている 。
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瀬戸内海及び米国チェサピーク湾における
窒素、リンの発生負荷量推移の比較表
（単位：トン／日）

窒

瀬戸内海

ン

1984年

682

49.1

1989年

700

44.1

1994年

737

42.6

372.92

27.97

1985年

チェサピーク湾

リ

素

1998年

2000年推定

（参考）流域人口

約3,000万人

（300百万ポンド/年） （22.5百万ポンド/年）
323.21

19.89

（260百万ポンド/年） （16百万ポンド/年）
298.34

約1,500万人

19.27

（240百万ポンド/年） （15.5百万ポンド/年）
（当センター調）
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プログラム
14:00〜14:10

開会・あいさつ

14:10〜14:45

基調講演

「チェサピーク２０００の意義と課題」
\Watershed matters:
an example of using coastal seas information to enrich science teaching ]
ウェイン・ベル

Dr.Wayne H. Bell

ワシントン大学環境科学センター所長

Director,

Center for the Environment and Society, Washington College

14:45〜15:00

休

憩

15:00〜16:30

セミナー

司会（コメンテーター）

報

熊 本 信 夫

President Nobuo Kumamoto

北海学園大学長

Hokkaigakuen University

告１
チェサピーク２０００の目標に向けて
\The 2000 Chesapeake Bay Agreement ]
ジェーン・ニシダ

Dr.Jane T. Nishida

メリーランド州環境省長官

Secretary,
Maryland Department of Environment

報

告２
チェサピーク２０００の策定まで
\The 2000 Chesapeake Bay Agreement and Beyond:
Meeting National and International Restoration Challenges ]
デビッド・キャロル

Mr.David A.C. Carroll

環境政策・研究管理事務所長

Legislative Director
Office of Congressman Benjamin L. Cardin

パネルディスカッション・質疑応答
16:00

閉

会
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プロフィール

基調講演者
ウェイン・ベル

Wayne H. Bell, Ph.D.

国際エメックスセンター科学・政策委員基調講演者
Director, Center for the Environment and Society
Washington College

1976年ハーバード大学で博士号を取得後、主にメリーランド大学環境科学研究所副所長として1988年から2000
年まで環境政策や資源管理、環境科学教育等の分野で活躍し、同分野における著書や委員の経験多数。この７月よ
り、ワシントン大学環境科学センター所長に就任し、一層のエメックス活動の推進に積極的に取り組んでいる。

コメンテイター
熊 本 信 夫

Nobuo Kumamoto

国際エメックスセンター科学・政策委員
President，Hokkaigakuen University
［学

歴］1964年３月

北海道大学大学院法学研究科公法専攻修士

課程修了
1973年６月 法学博士（北海道大学）
1974年６月 カリフォルニア大学ロー・スクール大学院修士課程修(LL.M)
［職

歴］1968年６月 ミシガン大学ロー・スクール・フルブライト研究員
1974年４月 北海学園大学法学部教授
1981年10月 ヘブライ大学客員教授
1982年３月 チューレーン大学客員教授
1983年10月 国連アジア・太平洋経済社会委員会法律顧問
1984年２月 ジョージア大学客員教授
1988年１月 カリフォルニア大学客員教授
1990年４月 北海学園大学法学部長・大学院法学研究科長
1994年12月 チュラロンコン大学客員教授
1996年11月 北海学園大学学長

［主な受賞］1993年11月 褒章受賞
［著

者］
「アメリカにおける政教分離の原則」
、
「行政手続きの課題」
「ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY IN THE PACIFIC BASIN AREA」
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講

師

デビッド・キャロル

David A.C. Carroll

国際エメックスセンター科学・政策委員
Legislative Director
Office of Congressman Benjamin L. Cardin

93年に米国ボルチモアで開催したエメックス93時のメリーランド州環境省長官で、卓越した指導によりエメッ
クス93を成功に導いた。その後、99年のトルコ・アンタルヤにおけるエメックス会議でも基調講演をするなど、
エメックス活動の推進に積極的に取り組んでいる。現在、米国下院議員の政策スタッフとして活躍中である。

講

師

ジェーン・ニシダ

Jane T. Nishida

国際エメックスセンター科学・政策委員
Secretary, Maryland Department of Environment

現在、米国メリーランド州環境省長官として活躍されているニシダ氏は、祖父母が東京都出身の日系三世である。
ニシダ氏は、チェサピーク湾財団在職当時、メリーランド州議会の数々のチェサピーク湾の環境保護に関する法律
立案に貢献したことから、パリス・Ｎ・グレデニング氏がメリーランド州知事に就任した際、環境省長官に抜擢さ
れ現在に至っている。
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セミナー風景
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チェサピーク２０００の意義と課題
\Watershed matters : an example of using coastal seas information
to enrich science teaching ]

ウェイン・ベル

Wayne H. Bell,Ph.D.

ワシントン大学環境科学センター所長
Director,Center for the Environment and Society
Washington College

Chesapeake 2000 Agreement

In English, the word "matters" has several
meanings. I emphasize two of those
here:

this Directive has been incorporated into

meanings

Chesapeake 2000.

The intent is to go beyond

teaching young people about the environment.

First: "matters" means "information" or "subjects

That is certainly important. But the expanded

of concern. "
Second: "matters means "to be of importance,"

goal is to use information about the environment

or, "makes a difference.

social studies, and other subjects. Educators have

in the teaching of science, mathematics, history,

In explaining matters about the Chesapeake

evidence that the use of the environment as a

Bay watershed , I will show you why this

context for learning can actually increase stud‑

watershed is important to the Bay as an ecological

ent interest in a subject and improve student

system.

performance in school. 〈Fig.3〉

As we explore "watershed matters" together,
I invite you to take the perspective of a teacher

This satellite image taken by the Sea‑viewing

who wishes to use this information to teach about

Wide Field‑of‑view Sensor （Sea WiFS） shows

the environment.〈Fig.１−2〉

the principal coastal seas on the East Coast of
the United States. From North to South they
are: Delaware Bay, Chesapeake Bay, Albemarle

The Chesapeake Education Initiative was
originally signed as Directive 98‑01 under the

Sound, and

Chesapeake Bay Program. The concept behind

shows the location and extent of the Chesapeake

本日 の 私 のプレゼンテ ー ションのタイトルは 、

「チェサピーク・エデュケーション・イニシアチ

「ウォーターシェッド・マターズWatershed Matt

ブ」という名の教育構想は、もとのチェサピーク湾

ers」です。これは、沿岸海域情報現場の科学教育

プログラムのＣＤ９８１０の一部として署名されま

に使う、どう生かすかということであります。英語

した。この概念が「チェサピーク２０００」に組み

でこの「マターズ（Matters）」という言葉には幾つ

込まれたわけであります。この構想の目的は、若い

もの意味がありますけれども、２つをここでは強調

人々に環境の大切を教えるだけではなくて、いろい

したいと思います。１つは、名詞として、「情報」

ろな学校の教科、科学の学習、数学、歴史、社会科

とか、「関心の対象」というふうに辞書に定義され

に生かすということであります。もちろん環境の大

ております。もう一つは、動詞として、「大切なこ

切さを若い人に教えることは大事でありますけれど

ととか、違いをもたらす、変える」という意味であ

も、科学の理科や、数学や歴史、社会科にも生かせ

ります。

るということがもっと大事になっております。教育

「ウォーターシェッド・マターズ」を話では、集水

の現場にいる人は、環境が最もいい、非常にいい教

域がなぜ大切なのかということを強調したいと思い

材になるということを、もうはっきりと経験として

ます。

理解しています。
（図３）

Pamlico Sound.

The locator map

私が「ウォーターシェッド・マターズ」の話を続
けていく間は、皆さんを自分が先生になったと思っ

図４は、Sea WiFSという、海を眺望できるワイ

ていただきたいと思います。そして、環境の情報を

ド・フィールドセンサーで撮った衛星写真で北米東

どう現場に生かしていくかということを一緒に考え

海岸を示しております。北から南にデラウェア湾、

ていただきたいと思います。
（図１−２）

チェサピーク湾、アラベラール河口、それからパム
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図

１

図

４

図

２

図

５

図

３

図

６
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Chesapeake 2000 Agreement

Bay watershed itself. It includes land in 6 states
plus all of the District of Columbia（Washington,

broad category, land use on the Chesapeake
Bay watershed can be classified as follows: forest

DC）. It reaches from the Baseball Hall of Fame

62%, agriculture27%, urban11%〈Fig.5〉

in New York State to the largest naval base in
the world at Norfolk, Virginia. The total area

The Chesapeake Bay is famous for its living

of the Chesapeake Bay watershed is 64,000 square

resources.

miles , or approximately 190,000 square km .

crab, remains the Bay's most economically import‑

〈Fig.4〉

ant commercial

Our "beautiful swimmer," the blue
harvest.

Oyster

populations

have been decimated by two diseases and over‑
fishing. But their past importance to the region

Such a large watershed includes a very diverse
landscape.

It reaches from forested uplands to

lives on in a struggling industry and legacy of

rich agricultural lowlands and wetlands that bord‑

a few beautiful sailing vessels, the Chesapeake

er the Chesapeake tidewater.

It also includes

Bay skipjacks, that remind us of better times

several major cities, notably Baltimore （shown

when oysters help create an unique regional

here from outside its fine harbor）and Washington,

culture.〈Fig.6〉

DC.

In addition to the United States Capitol,

the state capitols of Maryland, Virginia,

The harvest of the bounty of fish is coming
under increasingly strict and sophisticated managem‑

and

Pennsylvania are located on the watershed.

ent. Restoration of the striped bass is one of

It is home to more than 16 million people. By

the true success stories on informed natural

リコ河口です。また、この写真では、６つの州とワ

業地を犠牲にして拡大を続けております。
（図５）

シントンＤＣを含んでおりますし、さらに、ニュー
ヨークにあります野球の殿堂や、バージニア州のノ

チェサピーク湾は、生物資源が豊かなことで有名で

ルフォークにあります世界最大の海軍基地も写って

す。「ブルークラブ」という名のワタリガニは、経

います。集水域の全面積は６万4,０００平方マイル、

済的に大切な商業産物です。また、カキは、今は随

メートル法で１９万平方キロメートルであります。

分数が少なくなっております。その原因は、２つの

（図４）

病気と乱獲であります。カニが大切だった時代の遺
産がまだ残っておりまして、幾つかの美しいチェサ

このような大きな集水域には多様な景観が集まっ

ピーク湾スキップジャックス（The Cheaspeak Ba

ております。そして、高いところに森があり、低い

y Skipjacks）と呼ばれる漁船とかが、古きよき時代

ところには農業が盛んで湿地も含んでおりますし、

（図６）
を思い起こさせております。

干潮水域も含んでおります。代表的な大都市ボルチ
モアやワシントンＤＣが含まれております。アメリ

魚の恵みが豊かであるということもありますが、

カ合衆国の首都であるワシントンＤＣ以外にも、メ

厳しい管理下に置かれております。昔は非常に商業

リーランド、バージニア、ペンシルバニアの州とも

的に漁獲がされたシマスズキは、図７に示すように

含んでおりますし、人口は1,６００万人の人が住ん

回復し、今ではスポーツフィッシングとしても重要

でおります。大まかな分析で州域の土地利用を区別

になりまして、毎年トロフィーの大きさもあるよう

いたしますと 、 ６２ ％ が 森林、 ２７ ％ が 農業地、

（図７）
な魚がつり上げられています。

１１％が都市域であります。この都市部が森林や農

このウォーターシェッド・マターズが集水域の事
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resource management. Once a major commercial

each coastal sea listed.

enterprise, the striped bass fishery has become

a plot of the results of this exercise. 〈Fig.8〉

The next slide shows

equally important as a sport fishery with an
increasing number of trophy‑size fish taken each

I have left the ration for Chesapeake Bay off

year. 〈Fig.7〉

of the restulting plot for a moment to show you
how the other coastal seas relation to one anoth‑
er.

If "watershed matters" are to be taught in our

On the scale I have selected, some of the

schools, it is important to help teachers gain an

watershed/ volume rations are almost negligible.

appreciation of how the watershed can affect the

When I add the ration for Chesapeake Bay, one

Chesapeake Bay.

We begin with a table such

immediately gains an appreciation for the size of

as this in which several familiar coastal seas are

its watershed relative to the Bay itself. The ra‑

listed according to size, volume, and watershed

tion is more than 5 times greater than for the

area.

other coastal seas, even though most of them

Note how shallow the Chesapeake Bay

actually is. Although there are places where it

are much larger. 〈Fig.9〉

is a deep as 30 m, on the average it is a very

Here is another way to gain some insight into

shallow body of water.Other than depth, it is

the potential importance of the watershed to

difficult to appreciate these statistics fully. But

Chesapeake Bay.

a very meaningful measure can be derived by

from the Internet, shows the 195 state counties

dividing the volume into the watershed area for

that the watershed covers. Now I superimpose

柄を学校で教えるようになるには、先生に集水域が

（図９）

The first map, downloaded

チェサピーク湾に与えている影響の大きさについて
図10には、チェサピーク湾にとって集水域の重要

教える必要があります。
その一つのいい方法は、よく知っているなじみのあ

性の知見を得る別の方法を示しています。インター

る世界の海域が水深・水域面積の一覧表を見せるこ

ネットからダウンロードされた地図には、集水域を

とだと思います。チェサピーク湾が非常に水深が浅

カバーする１９５の州郡が示されています。そして

いということを気がつかれると思います。そして、

同じスケールに調整した別の地図も示します。これ

水深以外には、こういった統計を読みにくいのです

が主な支流のマップを示しております。これにより

が、もっと意味ある方法は、それぞれの沿岸域の面

まして集水域が巨大な盆地のような作用で、渓間、

積をそれぞれの海域面積でわり算して、集水域と水

陸地から、大気から物質を取り込んで湾に流し込ん

域の比率を求める方法があります。
（図８）

でいることがわかると思います。この集水域では、
４つの河川が流れ込んでおり、この川の水が湾の淡

チェサピーク湾の率はわざと除いてあります。とい

水の９０％を占めております。人によっては、集水

いますのは、私の選んだそのスケールを使いますと、

域に降った一滴の雨でもチェサピーク湾に達する可

幾つかの集水域対水域率は、全く無視できるレベル

能性を持っているという人もいますけれども、それ

に近い値です。そして、チェサピーク湾の例を見ま

は、この集水域の持つ重要性を正しくIつかんでい

すと、チェサピーク湾の集水域がいかに大きな広大

ないということが、次で、私の説明を聞いていただ

であるかということがおわかりいただけると思いま

ければわかると思います。
（図10）

す。ほかの沿岸海域に比べて５倍以上であります。
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another map adjusted to the same scale.

This

page is a good resource for educators who are

is a map of the principal tributaries. The overlay

teaching fundamental graphing skills to their stud‑

shows that the watershed behaves as a vast

ents. These data show the average freshwater

basin, capturing material from the landscape as

flow integrated for all tributary streams above

well as from the atmosphere and directing it

the various indicated lines. I have selected line

toward the Bay proper. The four rivers identified

E. This gives an estimate of the total freshwat‑

contribute approximately 90% of the total freshwat‑

er flow into the Chesapeake Bay system.

er flow into the Chesapeake Bay. Some people

the Internet page, the data are presented month‑

say that any drop of water that falls on the

ly with an annual total. I have selected the latt‑

watershed has the potential of reaching Chesapeake

er for data going back to 1951.〈Fig. 11〉

On

Bay. This fails to represent the real significance
Here I have graphed the data. Teachers are

of the apologize in advance that many of the
Internet

resources I will be showing you have

interested to know that the annual streamflow

elected to present their information using English

into Chesapeake Bay is highly variable.

rather than metric units of measure. Unfortunate‑

of the extremes are highlighted. 1972 was the

ly, this

year of the great flood from Tropical Storm

does not encourage use of their data

by the international community .
Geological

Some

The U . S .

Agnes. This was due to runoff from two major

Survey maintains many very useful

snow storms on the watershed and heavy spring

Internet pages on Chesapeake Bay. This particular

rains.

さて、ここでちょっと一つ断らなければいけません

ケーンのアグネスの影響で洪水があった年でありま

のは、私が示しているインターネット情報の単位と

した。これはチェサピーク湾の状態に、科学者も国

いうのが、メートル法ではなくて、英米のマイルな

民も最も注目した一大事件でありましたけれども、

どを使った単位になっていることであります、これ

この洪水の遺産はいまだに堆積物の大きな負荷となっ

は、お断りしなければなりません。国際性がないと

て残っております。９６年は、７２年よりも高くなっ

言わなければならないわけでありますけれども、ア

てますけどもこれは 歴史 に 残 る 雨 の 多 い 年 として

メリカ地理調査は、湾に関するインターネットペー

７２年を上回っているわけであります。９６年には

ジをたくさん流しております。このページは先生が

２回の大雪、吹雪と春の豪雨がありました。そして、

グラフィックの技術を教えるときに重要な教材にな

９９年、昨年には日照りによって、大西洋側の中部

り得ます。こういったデータが示しているのは、平

の州を被害をうけました。従って、歴史的な、最も

均流量で、このＥの地点での年間の流量、つまりチェ

乾燥のした年になるはずだったんですけれども、ハ

サピーク湾システムに流れ込む淡水の量を推定した

リケーンのフロイダが９月に来たために多少雨はふ

数を示しております。
（図11）

（図12）
えております。

1999 saw a major drought in the U.S.

図12では、年間流量データをグラフにプロットい

ことしの７月には、先生のグループに、メリーラン

たしましたけれども、先生は、この年間の流量はアッ

ド大学・環境科学センターの研究用の船舶実験船の

プダウンする、変化しているということを知ること

「アクエリアス」に乗ってもらい水質サンプリング

ができると思います。特に外れているポイントをマー

を行うというメリーランド大学の主催するクルーズ

クいたしましたけれども、７２年というのは、ハリ

に招待しました。州の機関が協力して、水質測定結
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mid‑Atlantic states. It would easily have been

Number CB4.2C.

the driest year on record except for heavy rainfall

the main channel（"main stem"）in the Maryland

from Hurricane Floyd in September of that year.

portion of the Chesapeake Bay. 〈Fig.13〉

〈Fig.12〉

Depth （m）Temp （deg.C）Salinity （0/00） Oxygen （mg/L）

The station is located near

0／25.7／ 8.7／8.24
In July 2000 a group of teachers and I went

‑3／25.8／ 8.1／8.20

on a water sampling cruise aboard the Research

‑6／25.2／ 9.8／4.25

Vessel Aquarius , on of the ships used

for

‑9／23.4／13.0／0.25

Chesapeake Bay research by the University of

‑12／22.5／15.0／0.20

Maryland Center for Environmental Science .

‑15／22.4／14.9／0.20

The The teachers were enrolled in a course

‑18／22.4／14.9／0.19

offered by than 150 water quality monitoring sta‑

‑21／22.0／16.0／0.19

tions on the Chesapeake Bay Program.

‑24／21.9／16.4／0.17

State

and federal the Maryland Space Grant Consortium.
The

Here are their data.

Temperature shows a

decrease of about 4 deg C from surface to bottom,

points on the map show the locations of

the drop occurring at 5‑10 m

the more agencies cooperate under this program

with

to analyze water chemistry every two weeks ov‑

in depth. Salinity does the opposite, increasing

er most of the year. The Space Grant teachers

fro 8 to 16 parts per thousand. Again, most of

took their measurements in the vicinity of Station

the change occurs at a depth of 5‑10 m .

果を２週間ごとにとってくれておりますけれども、

いうことを理解していただくための実際に練習する

湾の中間部、ＣＢ4.２Ｃのステーション近くで測定

プログラムでありました。まず、シーボス（CBOS）

を行いました。
（図13）

と呼んでおります直下の水の様子、いろいろ測量し

much

of

て、ホーン・ポイント研究所の中央データ処理の施
ここに、そのときのデータが示されております。温

設に送るわけであります。このデータは、１５分ご

度をみますと、表面から海底に向かって４度下がっ

とに更新されています。言いかえますと、このシス

ていて、表面から５メートル、１０メートルの深さ

テムは、いわゆるチェサピーク湾に関しまして、リ

で、この温度が落ちているのがわかります。塩分に

アルタイムで皆さんに情報を提供しているというこ

関しましては、これは反対で、下へ行くほど上がっ

とになります。それから、湾の中ほどのシーボスＶ

ており、８ＰＰＴから１６ＰＰＴまで上がっており

は、先生方と私が行きましたＣＢ4.２Ｃのモニタリ

ます。そして、溶在酸素は絶壁のように落ち込む地

ングステーションの非常に近いところであります。

点があります。つまり水深１０メートル以下のとこ

（図15）

ろでは、酸素が非常に少ないという状態になってお
ります。こういった３つのパロメーターを調べたわ

残念ながら、シーボスのデータ・トランスミーター
は、私と先生方がデータをとった２０００年の７月

けであります。
（図14）

１１日には動いていませんでした。図１６にシーボ
これは、先生方に対しまして、例えばチェサピー

スのホームページがございますけども、これはイン

ク湾管理とか、その他の研究から得られるような、

ターネットに １カ月後、トランスミーターがもう

いろいろなデータというものをいかに解釈するかと

一回ラインに戻りましたときに、現在の状況がこの
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図 16

図 14

図 17

図 15

図 18
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Dissolved oxygen drops precipitously across this

and conversion, the data are posted to the CBOS

same depth range. Below 10 m, the data indicate

Internet site. The information at the site is up

there is almost no oxygen in the water. 〈Fig.

dated every 15 min. In short, CBOS provides

14〉

information certain locations in Chesapeake Bay
in real time.

The purpose of the exercise is the help teach‑
ers interpret

data

such

as

The mid‑Bay not CBOS buoy is

close to water quality monitoring station CB4.
2C.〈Fig.15〉

these by using

other information available from the Chesapeake
Bay management and research communities .

Unfortunately, the CBOS data transmitter was

The information I show them appears on Internet

not working on 11 July 2000 when the Space Gr‑

pages and are readily available to everyone.

ant teachers were taking their water quality

, the Chesapeake
We begin with CBOS（"see‑boss"）

measurements near the mid‑Bay buoy. Here is

Bay Observing System. CBOS is a series of

the CBOS home page approximately 1 month lat‑

remote sensing buoys that are permanently

er, when the system was back on line. Visitors

moored at locations near the main channel.

to this Internet site view a table that gives an

They take surface weather and subsurface water

immediate summary of the current conditions.By

measurements and radio the data to a central

clicking on the miniature graphs, one can also

collecting and processing computer at the Horn

get a larger graphics summary of conditions for

Point Laboratory.

After automatic calculation

selected parameters over the past day, two days,

ように表示されたわけであります。これは我々は本

今度は、チェサピーク湾のプログラムホームペー

当に船に乗ったり、あるいはまた、現在の状況とい

ジです。このインターネットアドレスは、http://w

うのは、なかなかこういうのは見ることはできませ

ww.chesapeakebay.netです。これは米国環境庁の

んけども、航行、船にかかわる人たちは理解できる

持っておりますチェサピーク湾プログラムに関する、

と思います。このグラフをクリックしていただきま

もちろんチェサピーク２０００年協定に関するウエ

すと、いろいろグラフィカルな、あるいはもっと大

ブハブになっておりまして、例えばさまざまな州と

きないろんな状況を見ていることができます。例え

か関連の連邦当局、その他の州、地域、それから米

ば２日前のものでありますとか、１週間前でありま

国沿岸海域プログラムなどとリンクしています。例

すとか、１年、１カ月とか、１年前のデータがごら

えば、モニタリングデータが１９８５年から始めら

んいただけます。温度は、華氏に変換した数字で７

れましたが、このホームページから、その年から全

月１１日の分ですが、先生方のデータがちょっと低

部のサマリーをごらんいただくことができます。凡

いぐらいですけれども、ほとんど同じぐらいの温度

そ２、３カ月ごとの、大体その数値が測定されまし

になっております。シーボスのデータよりもちょっ

たときに、インターネットが更新されます。従って、

と低い数字が出ていますが、先生方が取得したこの

リアルタイムではありませんが、ほとんど現在の状

情報をすぐに実際の状況と比べながら、そして生徒

況というのがおわかりいただけるものです。
（図17）

さんたちに、こういう数字なんだよということを教

図１８は、ＣＢ４、ポイント２Ｃのところの非常

えてさしあげることが可能であるということです。

に代表的な水面温度で、このホームページにアクセ

塩分濃度についても非常に近い数字が出ておりまし

スするとこの図が出てきます。これは、１年間の変

（図16）
た。

化で１月から１２月までの変化を見ることができ、
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week, month, or year. I have added the values

Through this home page a visitor can access

obtained by the teachers（converted to deg. F）

summary data for the Chesapeake Bay water

on 11 July for comparison.

Although water

quality monitoring program going back to its

conditions one month later into the summer have

first year under the first Agreement, 1985. The

changed slightly, their results are comparable.

time between data updates varies depending on

Imagine if a teacher were able to compare data

the source. For summary water quality monitor‑

with CBOX measurements taken on

ing data , the lag time is approximately 2‑3

the same

day at the same time! 〈Fig.16〉

months. 〈Fig.17〉

We move now to the Chesapeake Bay Program

Here is a representative graph for surface wat‑

home page. This is the Internet site maintained

er temperature at Station CB4.2C. The graph

by the U.S. Environmental Protection Agency

shows the cycle over the course of a year, beginn‑

for the Chesapeake Bay Program under the

ing with January on the left and ending with

Chesapeake 2000 and previous agreements Actual‑

December on the right. The dark shading shows

ly, it is a "web hub" that can connect a visitor

the range for all measurements for this specific

to many Chesapeake Bay Program. activities as

location dating back to 1985. The solid blue line

well as to those in the collaborating state and

is the average over that time period. Data for

federal agencies. It can also connect a user to

the previous year（1999）are shown by the yellow

other regional and national coastal seas programs.

dash line. Date for the current year （2000）to

シェードがついているところは、１９８５年まで測

にワシントンＤＣを含めた集水域で非常に雨が多かっ

定された数字が全部この中に入っております。それ

たということ、そして気温も低かったということが

ぞれの水面温度は、そのステーションで測定された

ありました。しかし、米国の気象統計のデータを見

温度です。１９９９年のデータでは黄色の三角のつ

てみますと、年々の数字というものが結構差がある

いた矢印の線で出ております。また、２０００年の

ということです。むしろ先生方は、淡水、ＣＤ２、

データは５月までです。温度差については、年じゅ

ポイント４でとらえたときには淡水の方が多かった

う非常にその差が狭いと いうことです。少しはあっ

ということでありましょうか。本当に淡水がたくさ

たかいときもあったでしょうし、あるいはまた寒い

ん集水域から集められて、そしてこの湾全体のシス

ときもあったかもしれませんけれども、大体、夏の

テムに影響を与えた初めての年ではなかったかと思

統計を見てみますと、ほとんど１年前と比べまして

います。それから、底の水の溶存酸素については、

差がない。非常に狭い範囲だということです。先生

ほとんど酸素がゼロだという状況です。大体５月か

方がとらえた数字と大体同じ数字が出ておりますか

ら９月の間には、ほとんど酸素がなく、秋からだん

ら、みなさんもなかなか米国の環境庁もいい仕事を

だんと酸素がためられていきます。そして春にはま

しているんじゃないかと、これでごらんいただける

た下がってくるという状況になっています。先生方

んじゃないでしょうか。それから、塩分については、

も実際に、実験なさって、そしてそのデータをとら

少し違っており年度ごと見ても少し差があります。

えたときに、ほとんど酸素がなかったということが

先生方も、やはりその水面の塩分を見ておられまし

（図18）
わかったと思います。

たけれども、大体平均以上です。２０００年という

それでは、一番先進的なリサーチプロジェクトの

のは、私が申し上げました非常に雨の多い年で、特

お話をしましょう。そのチェサピーク湾というもの

22

Chesapeake 2000 Agreement

the last update are in red. I have added a red

very structure of the Chesapeake Bay : "Trophic

dot to show the value obtained by the Space

Interactions in Estuarine Systems" （TIES）. At

Grant

the heart of this project is an instrument scient‑

teachers.

Note

the narrow range of

temperatures that are experienced year after

ists call "ScanFish."

year. Surface salinity is represented in the same

is towed

manner. But note the wider range of data for

It is a remote sensor that

behind a research vessel at 4 knots.

ScanFish is programmed to go

up and down

any given time . Note also that the teachers

in the water column, taking measurements ev‑

obtained a salinity value well below the data aver‑

ery few seconds as it goes and relaying the data

age. The year 2000 was a very wet one for the

to the mother ship.

Chesapeake Bay watershed . This is the first

and computer programming enable researchers

clear suggestion of the influence that freshwater

to control how ScanFish swims, process its data,

input from the watershed has on the structure

and determine the precise location of each data

of the water column. The dissolved oxygen data

point. A typical.ScanFish cruise takes approximate‑

are for bottom water. Here is clear that the

ly 1 week.

development of zero oxygen conditions is an

to South）run followed by a series of 36 transects

annual feature from May to September.〈Fig.18〉

across the Bay. Data resolution is approximate‑
ly 4‑10 m.

We move now to a cutting ‑ edge research

Sophisticated electronics

It consists of a longitudinal （North

In just one cruise scientists obtain

much more data than ever taken by all Chesapeake

project that has been developed to examine the

Bay researchers combined. 〈Fig.19〉

は、どういうものかということでありますが、これ

チェサピーク湾に関するデータというものが得られ

は河口域での栄養に関する総合作用、タイズ（TIES）

（図19）
るわけであります。

と呼んでおります。この中で一番有名なものがスキャ
ンフィッシュという機器で、研究船に引っ張られる

このスキャンフイッシュから出た塩分のプロフィー

ような形で、例えば４ノットぐらいのスピードで引っ

ルデータの概略は、オールドドミニオン大学の先生

張られるセンサーです。このセンサーを水の柱（ウォー

方が、このインターネットで公開しているものです。

ターコラム）の中を上に上がったり、下に下がった

これは９７年７月の２日間で取得した南から北への

りするというふうにプログラムして、そこで得られ

これは特徴であります。これはいわば、科学者が今

たデータを母船に送るわけです。例えば、非常に先

まで見たことないような、瞬時のチェサピーク湾の

進的なエレクトロニクスでのデータ処理によって、

ポートレートで、２日間でこんなにすばらしいたく

データ取得位置が非常に正確に決定されるというよ

さんの水質というものが、今まで得られたことはな

うな機能を持っています。典型的なスキャンフィッ

かったというものでありました。が、ほとんど淡水

シュの使用期間はクルーズで大体この横軸は、ボル

に近いところです。それから、赤いところが海の水

チモアの南からメリーランド、それからノーフォー

ということです。この矢印で示す１６ＰＰＴのとこ

ク、バージニアまで行くわけであります。図中のブ

ろは、先生方が海底の水でＣＤ４ポイント２Ｃのス

ルーのところ１週間です。そして上から下、それか

テーションで取得したところです。もしみなさんが

ら３６カ所でデータを取得します。データ解像度は

先生方でありましたら、このデータをどんなふうに

４ないし１０メートルです。たった一回のクルーズ

ご理解いただけますか？この塩分の特徴といいます

で、今の科学者は、今まで全部合わせよりも大量な

のは、いわば、この淡水から塩分の高い水へと、層
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Summary graphics from the ScanFish cruises

see that the salinity profile they measured reflects

have been posted to the Internet by scientists

a of fresher water at the surface over saltier

at Old Dominion University, Virginia. Here is

water at depth. The major transition between

the Chesapeake Bay salinity profile along the

these layers is just above 10 m. 〈Fig.20〉

longitudinal transect taken over just 2 days in

Here are two more examples of Chesapeake

portrait

Bay salinity distributions taken on different ScanF‑

of the Chesapeake that no scientists had ever se‑

ish longitudinal transects. The upper portrait

en before. The transect covers the distance from

was taken after the

South of Baltimore, Maryland, to the mouth of

the watershed in

the Bay near Norfolk, Virginia. "Pressure" is

is the closest TIKES came to sampling during

roughly equivalent to depth in meters.

the

July 1997. This is nearly an

instant

The

"wettest spring ever"

April 1998.

drought year of 1999.

on

The lower one

Even at this time

salinities are color‑coded in parts per thousand.
Higher salinity（seawater）is increasingly red; low‑

relatively early in the season, the difference in

er salinity（fresh water）is increasingly blue. The

two extreme conditions is spectacular. 〈Fig.21〉

fresh and salt water distribution under these

arrow shows approximately 16 parts per thousand,
the value found by the teachers near the bottom

What the teachers have learned is consistent

at Station CB4.2C. I have added a vertical line

with the model of Chesapeake Bay as a was

to show the location of their stationrelative to

developed and laboriously confirmed by the late

the ScanFish transect. Now the teachers can

D.W. Pritchard of The Johns Hopkins Universi‑

をなしているというふうにおわかりいただけると思

まず集水域から流れてきた水が海から流れてきた海

います。高い塩度の水がもちろん海から来て、そし

水とここで混ざるというモデルです。そして最初、

て淡水というのが集水域から流れてくるということ

もちろん混ざっているということですから、塩分の

です。ここらあたりが、ちょうど水と淡水と塩水が

濃い海の分をしばらく取り除くんですけれども、そ

混ざっているところだということです、大体１０メー

れを取り除くことによって、もっと海水が入ってく

（図20）
トルぐらいのところということであります。

るということです。ですから、流れが２つあるとい
うことです。淡水が集水域から外へ出ていく、そし

さて、ここにもう二つの湾の塩分の分布をお示し

て海水は海から入ってくるということです。夏の間

します。１つ目は、１９９８年の史上最多の雨があっ

ですけれども、水中のプロフィールは、このような

た春のデータです。もう一つは、１９９９年の干ば

形になっています。例えば、温度でありますとか、

つの年です。この７月は、淡水が非常に少ないもの

塩分に関しても、非常に大きく変化いたします。４

となっており、塩分の高い水が、このようにたくさ

から８メートルぐらい、あるいは１０メートル以下

ん入ってきていることがこの赤い部分で示されてい

ぐらいです。それからこの汽水の密度は、ピックの

ます。こんなにすばらしく豊富な資料というものを

クラインというふうに研究者は呼んでおりますけど

今まで得られたことがあったでしょうか？（図21）

も、このように濃度は変わってきております。また、

全部のデータを一緒にしてみますと、得られたデー

ここで淡水と海水が出会いますが、この交換といい

タからチェサピーク湾は、いわゆる汽水域というこ

ましょうか、これがよく混ざるということなんです

とがはっきりわかります。ジョンホッキンス大学の

けれども、この交換によりまして、濃度が上がると

Ｄ.Ｗ.ピチャード先生がかつて作成したモデルで、

いうことでありまして、この中で一番たくさんいろ
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ty.

In this model, fresh water entering from

why "watershed matters. 〈Fig.22〉

the tributaries meets salt water from the ocean
and partially mixes with it. The mixing essential‑

Is this just an interesting observation, of does

ly removes some of the denser ocean water from

this structure influence the distribution of life in

the bottom which then has to be replaced by

Chesapeake Bay? On many ScanFish cruises,

more water coming in from the sea. During the

the longitudinal run re‑run while the research

summer, a profile of the water column During

vessel tows a midwater trawl to capture small

the summer, a profile of the water column will

fish that are important in the Chesapeake Bay

show rapid changes in temperature and salinity

food chain. This chart summarizes the aggregated

at 5‑10 meters （the pycnocline）. According to

results of these trawls from 1995 to 1998. The

his model, fresh and saltwater meet somewhere

data show the largest concentration of fish

in the Bay .

At this convergence , mixing

biomass in the upper Chesapeake Bay.It turns

processes cause an increase in the concentration

out that this is the region where fresh and salt

of particles in the water column. Scientists call

water normally first meet, the "zone of maximum

this the "zone of maximum turbidity. Pritchard's

turbidity."

model describes the fundamental way estuaries
But the driving force that

Here, small plankton ‑ eating fish exploit the

establishes this structure is fresh water from the

increased abundance of particles as food. Once

watershed.

again, this

are

structured .

This is really a good example of

system would not exist if it were

んなものが入ってきた ゾーンだというふうに言っ

行われているところで、多くの生物がいるというこ

ております。プリチア先生のこのモデルは、いわゆ

とです。例えばいろんな分子、粒子とかと、いろん

るチェサピーク湾だけではなくて、よく似た汽水域

な小さなプランクトン、また、それを魚が食べると

の基本的なモデルだということです。すなわち、淡

いうことです。実際に、この食物連鎖というものの

水は集水域から、非常にこのシステムそのものは、

重要な点が、ここにあり、集水域のごく終わりごろ

非常にユニークなものでありますけれども、やはり

から始まるということです。従って、もし、ここの

集水域そのものがものを言うという地域であります。

中に、集水域からの淡水がなければ、このようなす

（図22）

ばらしい食物連鎖が起こるということもないわけで
（図23）
す。

では、本当にこのチェサピーク湾に住んでいる生
物に対して、本当に集水域というのは影響を与えて

また、この集水域の働きというもの、あるいは役

いるんでしょうか？例えば、いろいろクルーズでト

割というものは、例えば全世界的にもきな働きがあ

ロールを行うことで、湾の魚を調査研究をしました。

るわけです。例えば、１９９９年はチェサピーク湾

これはスキャンフィッシュのクルーズ、これは９５

にとりましても、非常に干ばつの年でありました。

年から９８年の分で全部、重量です。この図は、漁

これはラ・ニーニャ現象の結果だということであり

穫量の積算したものでカラーコードにしたものであ

ます。これは太平洋の中央で起こる現象であります

ります。このデータから、バイオマスというのは、

けれども、ラ・ニーニャの３つの画像をごらんいた

淡水と海水が初めて出会うというところで最大となっ

だきましょう。これは衛星から見た画像で、この紫

ていることがわかります。そしてこの最大の攪拌が

色の濃いところは海面高が１５ないし２０センチ低
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図 19

図 22

図 20

図 23

図 21

図 24
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〈Fig.24〉

not for the influence of fresh water from the
watershed.

Watershed definitely does matter.

〈Fig.23〉

What would be only a small influence of the
surface of the Chesapeake Bay proper becomes

The role of watershed as integrator can be se‑

a major influence on the structure of the system

en by looking at global influences. As I mentioned

because of the integrative nature of its watershed.

before, the year 1999 was a drought year for
the Chesapeake Bay watershed.

We now see that the watershed make the

This drought

Bay sensitive to climate and weather half a

was caused by the most recent La Nina in the

world away . Beginning with a routine set of

mid‑ Pacific Ocean. Here are three scenes in

water chemistry measurements taken at only a

the life of the latest La Nina . These color ‑

single station, teachers can now learn about the

interpreted data from the TOPEX / Poseidon

fundamental way the Chesapeake Bay environm‑

satellite project reveal a 15‑20 cm depression in

ent functions and why "watershed matters" to

sea level height in the purple region . This

both that function and to the living resource that

corresponds to a 2‑3 deg. C decrease in surface

depend on it. This is a wonderful way to convey

water temperature. The "abnormal" cooling of

what we mean when we talk about viewing the

such a large area and of water influences the

Chesapeake Bay and its watershed as

path of the jet stream with consequent changes

ecological system. 〈Fig.25〉

a single

in marine and continental weather patterns .

下しているというところです。また、その水面下２

影響を与えるということになります。集水域こそが

ないし３度ぐらい下がっていると、温度も低いとい

本当に影響を受けるわけであります。つまり、チェ

うとこであります。これだけの大きな大量の水が、

サピーク湾そのものも、その世界の反対側で起こっ

非常に温度が低いということでありますから、そう

ている現象の影響を大きく受けているわけでありま

なると、それをジェット気流に対して影響を与える

す。
（図25）

ことになりますし、ひいては海洋や大陸での気象パ
なぜ、私が教育に関して、このような情報を使い

ターンも変化してくるということであります。
（図24）

たいかという理由は次のとおりです。もう２０年ぐ
らい前でありますけれども、セネガルの方がおっしゃっ

図 ２５ は 、 ９９ 年 の ２ 月 ２７ 日、 １ 月 ８ 日及 び

ています。結局、我々は愛するもののみを大事にし、

２０００年の１月に撮ったものであります。ラ・ニー

そして理解するもののみをまた愛し、そして本当に

ニャがちょっと弱ってきたということであります。

教えられたもののみを本当に理解するんだというこ

この６月までにはラ・ニーニャはもう消え去ってし

となんです。ということは、科学だけではなくて、

まいました。やっぱり、チェサピーク湾の方でも非

もちろんほかの、その分野でも、こういうことを教

常に雨が少ないんじゃないかというふうに言われて

えられていかねばなりません。そうでなければ、本

おりましたけれども、結構たくさんの雨が降りまし

当の真実のデータというものを子供たちに教えなけ

た。実際には、チェサピーク湾だけへの小さな影響

れば、ただ単なる意見にだけ基づいたようなことし

というものとお考えかもしれませんけれども、実際

か理解しません。非常に表面的なことしか理解しな

は集水域全体、それを統合した目で見れば、大きな

いことになるでしょう。このような表面的な意見に
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This is why I am interested in using coastal

society .

seas data to enrich education

in our schools

concerned about the future of the world's coastal

matter what the subject and no matter

seas become leaders in reducing, no, eliminating

no

where they may be.

In my opinion, if we do

this gap.

It is time for those of us who are

It is time for us to act now. 〈Fig.

27〉

not use authentic environmental data to educate
your young people in the sciences and in disciplines,
other their commitment to a healthy, productive

We all want our coastal seas to be healthy,

environment will be based more on opinion than

productive, and inspiring. We do not want scenes

on fact. It will be superficial, lacking in understand‑

like these to be remembered only in photographs.

ing of how the coastal system they would save

We do now want words like thee preserved

or restore actually functions and how human

only in the journals of the early explorers .

activity is truly a part of that system. Ultimate‑

〈Fig.28〉

ly, I question whether such a superficial commitm‑
ent can every be sustained long enough to "save
the Bay.

〈Fig.26〉

I have heard many researchers and educators
alike

talk about eliminating the communication

gap that currently exists between science and

基づいて、表面的な確約しかできないというものは、

葉をかりますと、大きく、しかも楽しめる船の生き

本当に持続するんでしょうか。たくさんの研究者、

返る川があるという特権を持ち、人間の住む地とし

あるいはまた教育者の方々も、実際には我々の社会

て、ここよりほかに天と地がつくらしめたよりよき

と、そして科学の世界との間のギャップを取り除か

土地はないだろうというふうに戒めています。もち

なければならないということをよく聞いております。

ろん、沿岸海域というのは健全で、生産的で、そし

ですから、私ども本当に沿岸海域の感じで、いろい

て何かを触発されるものでなければならないと思い

ろな研究をしている者、我々こそが本当にリーダー

ます。ただ単に写真の中だけで記憶されるだけでは

にならなければならないんじゃないでしょうか 。

なく、あるいはまた、すばらしい探検家の手記にだ

（図26）

け、言葉として残されるものではないと思っていま
す。将来は我々とともにあります。集水域こそ、も
のを言うわけであります。私ども、この陸に住む者、

私どもは川の一部であると理解して、そして川全
体としての責任を持たなければならないと、チェコ

そして、この美しい沿岸海域と、そして集水域を結

のバスラブ・ハベルが言っております。
（図27）

びつける我々にこそ、その責務があると考えます。
（図28）

私どものこの価値というもの、この河川の、集水
域の、そしてこの沿岸海域の価値というものは、言
葉を超えるものであります。価値を超えるものであ
ります。確かに私どもが、初めてこのチェサピーク
湾を見つけた、このキャプテン・ジョンスミスの言
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Chesapeake Bay 2000 Agreement

was just

goals. The most notable good we have talked to

signed on June 28th and to go into the specific

you before is 40% nutrients reduction goal. As

goals and strategies for the Chesapeake Bay 2000

I mentioned, restored agreement was just signed

Agreement. I will try to quickly move to the

on last month on June 28th 2000, which sets

first part, because Dr. Bell has done such a

new very ambitious goals for the next decade.

good job of outlining the Chesapeake Bay watershed.

It continues the cooperative approach from the

And I want to thank Dr. Bell for assisting me

1983 agreement as well as continues those goals

in this presentation today . As Dr . Bell has

and dates from the 1987 agreement.〈Fig.1‑6〉

indicated, the Chesapeake Bay 2000 represents,
I guess, 6states, whole which are the signatories

The theme that you will see throughout the

to the Chesapeake Bay 2000 Agreement. It is

new Chesapeake 2000 Agreement is obviously to

the largest estuary in North America. In 1983

improve the water quality of the Chesapeake

which was the first Chesapeake Bay Agreement,

Bay. But as you will know from the next presenta‑

it was signed in 1983 by the state of Maryland,

tion that we are making , its emphasis is on

Pennsylvania, Virginia the District of Colombia

whole watershed or whole ecosystem approach,

and for the federal government, US Environmental

that you have to address and protect the ecosystem

Protection Agency. In 1987, the second Chesapeake

through various measures through living resources,

Bay Agreement actually set

specific goals and

through habitat, through smart land use and etc..

commitments in time frames for achieving those

And the second theme is that individuals have

このチェサピーク２０００は、ちょうど６月２８

込まれていました。先ほど申しましたけれども、最

日にサインされたばかりであります。今回、私の方

新の協定は、先月の２０日過ぎに非常に大きな意味

から具体的にどういったゴールを目指してこの協定

を持つ、次の１０年を目指しての非常に大きな同意

が締結されたかということについてお話を申し上げ

書として締結されました。これは８３年、８７年の

たいと思います。

協定を引き継ぎ更新した協定ということになります。

ベル先生のお話でありましたけれども、このチェ

（図１−６）

サピーク２０００の協定というのは、６つの州をま
たがった協定であり、その対象であるチェサピーク

図７は、新しい２０００年のチェサピーク協定の

湾は、北米最大の河口域ということになります。最

主なテーマであります。どのようにして水質を改善

初の湾協定がサインされたのは８３年で、メリーラ

していくかということが主なテーマですが、特に強

ンド州、ペンシルバニア、バージニア、そしてコロ

調されているのが、全体的な生態系を見ていこうと

ンビア特別行政区、そしてアメリカ連邦政府、これ

いうことです。つまり、生態系をさまざまな方策を

は具体的に言うと環境保護省が署名しました。そし

使って、例えば生息域やその地域それぞれを見なが

て、８７年に次の新しいバージョンとして具体的な

ら、全体的に見ていこうということなのです。そし

ゴールを設定したわけです。例えば４０％栄養塩を

て、もう一つ強調されているのが、個人個人がやは

削減するといったことが具体的にこの段階から盛り

り責任を持って川やこの湾を守っていこうという点
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a responsibility for protecting the watershed.

are going to see a 10 fold increase and the numb‑

〈Fig.7〉

er of oysters in the Chesapeake Bay. So what
I would like to talk is that what is the practical

The first goal, as I mentioned in the Chesapeake

implications of that goal for agencies like mine,

2000 Agreement, and this is the actual language

the Maryland Department of Environment to

from the goal that the governor signed was to

achieve that goal.〈Fig.9〉

restore hands to protect the finfish and shellfish
and other living resources in the Chesapeake
Bay to show that you are able to sustain,

It means that in order for agencies like the
department of environment to achieve the goal,

all

we are going to have to implement several op‑

the fisheries in this bound of ecosystem.〈Fig.8〉

tions or several strategies to achieve that 10 fold
increase. We are going to have to look at the
And again, this is the actual language in the
bay agreement.

use of oyster sanctuaries, we are going to have

Specifically, what this has me‑

to promote obviously aquaculture in terms of

ant is

developing oysters , we are going to have to

that the governors from the state of Virginia,

continue the disease research, because one of

Pennsylvania, Maryland as well as the District

the things that we have found is obviously dwindl‑

of Colombia, as well as the federal government

ing population of oysters is a result of the disease.

have pledged that in 10 years form 2010, we

〈Fig.10〉

であります。（図７）

図８は、実際にサインされ

この目標達成のためには、幾つかの具体的な政策

た協定に掲げた目標であります。これについては貝、

を導入していかなければいけません。そしてその結

魚、そしてそのほかの生物資源や、また生態系の回

果としてカキの数を１０倍にしなければいけないわ

復促進、そして保護していこうということです。そ

けです。例えば、カキの保護区域をつくる、もしく

して、同時に漁獲量を確保しながら、バランスのと

は水産養殖の促進をする。そしてカキの病気の研究

れた生態系をつくり上げていこうということであり

を継続していくということがあげられます。特に、

ます。
（図８）

カキの問題、特に数が減少したというのは、病気が
蔓延したからということがわかっているからです。

図９に示すように、具体的には、バージニア、ペ

（図10）

ンシルバニア州、メリーランド、そしてコロンビア
ＤＣ、そして米国連邦政府がはっきりとこの協定に

そして、目標のもう一点としては、国家的なバラ

「この１０年の間に、２０１０年までに、カキの数

スト水管理計画を作成し、外来種を管理していくと

を１０倍にふやす」という明言をしたことです。こ

いうことであります。２００２年までに、暫定的、

れは具体的に、私の今、所属しています環境政策省

または自発的なバラスト水管理計画をつくっていか

では、どういった意味を持つのかということについ

なければいけないということです。
（図11）

てのお話をしていきたいと思います。
（図９）

ただ、この自発的ということですけれども、メリー
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The next specific goal that was in the Chesapeake

Another specific goal when it comes to living

Bay 2000 Agreement was that we are going to

resources under the Chesapeake Bay 2000 Agreem‑

have to develop a national balanced water control

ent is that we will have to develop by the year

program to look at exotic species. 〈Fig.11〉

2005, an ecosystem that would look at multi‑
species management.〈Fig.13〉

Under the agreement, in 2 years you would
have to develop and enter the voluntary balanced

We would look at it not only ,obviously, from

water system for the Chesapeake Bay . In

one particular species, oysters, but from the

Maryland, we have taken one step further. This

multiple

year, in our Maryland legislature, we adopted

practical implication of that is, or that we will

a law that would require a balanced water

have to develop fisheries management systems

management program. We have new regulations

that would look at, perhaps sometimes conflict‑

that we are in the process at now developing,

ing goals for species. For example, a plan, that

which would require ships that would come into

will have to address both striped ‑ bass and

Baltimore Harbor to submit forms with regards

blueclaps where in the classical situation, they

to balanced water discharges, and there are

are in creditor relationship. But in order again

actual criminal penalties attached for failing to

to develop multi‑species management plan, we

provide these reports. 〈Fig.12〉

are going to have to look at those competing

finfish and shellfish. And again, the

perhaps in other words will be called interlock‑

ランド州ではもう一歩先へ進み、バラスト水管理プ
ログラムを州法にしたわけです。その結果として、
このボルチモア湾に入港してくる船舶に対しては、
必ずバラスト水管理報告書ということを提出させる
というとになっております。もしもこれに対してそ
の義務を怠った場合には、その結果として処罰の対
象になります。
（図12）
図 13

次の目標は、この新協定では、２００５年までに
多様な州に基づいた生態系をつくり出し守っていく
ということ、つまりカキだけではなく、そのほかさ
まざまな種を見て、全体的な多様な種を確保してい
くということをうたっています。
（図13）

これを具体的に見ていくと、例えば漁獲について
図 14

の管理システムをつくっていきます。そして、その
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ing goals. 〈Fig.14〉

And by the year 2010, all these states in the
Chesapeake Bay Agreement have agreed to

The next goal, away just to move to show

develop watershed management plants for about

you again the complexity of any ecosystem is

2/3 of the bay watershed. Again Maryland has

we are looking to protecting what we call the

already taken a leadership role with regards to

vital habitat and restoration, in other words, we

these management plans. 〈Fig.16〉

want to protect habitats and natural areas that
provide the diversity of the living resources of

And we have developed, what we call, watershed

the Chesapeake Bay. 〈Fig.15〉

restoration action strategy to address this
commitment. And it means that the strategy
that we are looking at cover a variety of sources
of pollution. We are looking at controls on point
sources and industrial discharges, we are look‑
ing at controls in terms of non ‑ point source
runoff like an agricultural farming runoff, we
are looking at wetlands lost, drinking water as
well as the quality of habitat that I just referred.
Again, there are specific goals within the vital
habitat goal. 〈Fig.17〉
図 15

際には幾つかの種を同時に見ていきます。例えば、

その３分の２にわたる地域について、こういった管

ここに挙げております例としてはシマスズキとワタ

理プログラムをつくらなければいけません。
（図16）

リガニ、これはチェサピーク湾で見た場合は、非常
に典型的な補食の関係にあります。これを片方だけ

これについてもメリーランド州では非常に進んで

で見るのではなく、幾つかの種の関係を、つまり、

おりまして、集水域の回復行動戦略ということをつ

その全体を見た目標をつくっていこうということで

くって責務として発表しております。もちろん、そ

（図14）
す。

の中で重要視している幾つかの点があります。それ
は、具体的な幾つな汚染源をチェックしてそれを管

次の目標は、やはり生態系は非常に複雑ですので、

理していこうとしています。例えば、ポイントソー

そのために必要な活力のある生息域をつくり守って

スと呼んでいる固定発生源というのは、工場やその

いこうということです。その結果として、このチェ

ほかの工場、企業などで、ノンポイントは、農場な

サピーク湾、そしてその河川の生物資源の生存と多

どや流水などからくる汚染源です。私たちは、こう

様化を確保していくということをうたっております。

いったものを管理し、資源の損失をゼロにすること

（図15）

で、水域の生物危機を守っていくことがうたわれて
おります。（図17）

２０１０年までにすべてのチェサピーク湾域では、

また、具体的に２０１０年までに、それぞれの管
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〈Fig.19〉

And they are, the most specific is that by the
year 2010, each state jurisdiction will have to
achieve a net gain of 25000 wetland acres to our

The next specific strategy under habitat protec‑

voluntary restoration and creation program .

tion is that by the year 2010, we are going to

Again this is a net gain. We are not looking at

restore 2010 miles of riparian forest buffer, it

just protecting losses from wetlands, we want

was no accident that number was chosen by the

to actually get ahead of the curb by restoring

way. And the management implication of that is

more wetlands.〈Fig.18〉

that what we have in the United States and

That's why we have this 25000 net gain goal.

what you are, I guess increasingly seen here in

What this is meant again for Maryland because

Japan is that with suburban development, we

obviously 25000 acres is a very ambitious goal.

are losing more and more forest. And we have

In Maryland, we have appointed a citizen adviso‑

come up with the management strategy that

ry committee that constitute not only the governm‑

reduces obviously the conversion of forest into

ent from the state government as well as local

suburban development. And we have to assure

government. But we have also enlisted the help

that we can do that through a variety of mechan‑

of private sector which includes development

isms such as conservation easements , land

community, the farmers as well as environmental

purchases so that we can restore the forest in

groups and citizens to help us develop the strategy

order to achieve our goal.〈Fig.20‑21〉

in order so that we can achieve this goal.

轄地域では２万5,０００エーカの湿原を増加させる

マイルの沿岸森林の緩衝地帯をつくろうと考えてい

ということをうたっています。これは単に現存する

ます。これがどういった意味を持つかと申しますと、

湿原の純損失をゼロにするだけではなく、実際に２

米国の場合は、日本でも最近同じだと思いますけれ

万5,０００エーカの新しい湿原をつくっていこうと

ども、この森林がどんどんと都市の開発のために伐

（図18）
いうことを言っているわけです。

採されてしまっているということがあります。従っ
て、これを何とか食いとめなければいけないという

メリーランド州では、この２万5,０００５エーカ

ことを考えているわけです。都市開発のために森林

というのは、非常に大きな土地になりますので、州

が伐採されるのを何とか抑えなければいけない。そ

政府から、市民の顧問委員会というものを任命しま

のためには、例えばその土地の使用目的を制限する

して、州政府に対して提言をするようなシステムを

とかによって、個人の所有になっているところであっ

つくっております。そしてまた、プライベートセク

ても、森林をそのまま守っていくということができ

ター、例えば企業などの開発団体、そして農業従事

（図20ー21）
るからです。

者、そして環境団体といった人たちも巻き込んで環
境政策をつくっていこうというふうに働きを進めて

次の目標としては、水質を改善し、そしてその湾

（図19）
います。

の、そしてまた、その河川の水生生物資源を支援し

次の戦略ですが、２０１０年までに、２,０１０

ていくということ、そして人々の健康を守っていく
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図 16

図 19

図 17

図 20

図 18

図 21
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Turning to another area within the Chesapeake

This is no easy task, I might add, and in ord‑

2000 Agreement, and that is the goal to achieve

er to do that, we have to look at a number of

and maintain water quality necessary to protect

things. First, obviously waste water treatment

quality of resources of the bay and its tributaries.

plants are the large source of nutrients entering

We have already established in 1987 so we want

into the Chesapeake Bay. One of the things we

to continue our efforts to meet the 40% nutrient

have done is invested money into a new treatm‑

management reduction goal. And specifically,

ent system which is called "biological nutrient

we want to, by the year 2010, correct all those

removal system" to reduce the nutrients from

nutrient management problems so that we can

the waste water treatment plants, that does

remove the Chesapeake Bay from the list of

require funding to our local government so that

impaired waters. In the United States, we are

they can upgrade the waste water treatment pl‑

required to identify those waters which we say,

ants. It also means with regards to the agricultural

do not meet the federal water quality standards.

runoff, we have to look at mandatory controls

Unfortunately , one of those waters is the

on our farmers. Again, not a very popular topic,

Chesapeake Bay. So the state has committed by

but one, in order for us to achieve the goal.

the year 2010, we will remove the Chesapeake

And then finally, of course, just a technical and

Bay from the federal list of impaired waters.

scientific challenge of meeting the water quality

〈Fig.22‑23〉

standards. 〈Fig.24〉

ということ、これが目標となっています。そのため

く、農業に対しても強制的に栄養塩管理計画という

には、１９８７年ベースの４０％の栄養素削減を引

のをつくってもらおうということを進めています。

き続きうたっています。２０１０年までに、この地

もちろんこれは余り歓迎されているプログラムでは

域にあります堆積物や栄養素を削減し、その結果と

ありませんが、必要であると考えています。そして

して、米国の破壊の進んだ水域のリストからチェサ

また、栄養塩と堆積物について、水質基準をつくっ

ピークを外していこうということを考えています。

ていくとその際に出てくる技術的な問題について調

（図22−23）

べていくということ、研究していくということ等が
含まれています。
（図24）

もちろん、これはそれほど簡単なことではありま
せん。そのためには幾つかのことを見ていかなけれ

また、１９９４年の段階で既に、チェサピーク湾

ばいけません。まず最初にやらなければいけないの

を有害物質のない、きれいな湾にしようということ

は、排水処理であります。特に大きな工場などから

がうたわれておりますが、これを引き続き守ってい

出る排水の処理については、基金を導入して、ＢＮ

きます。そして、特に今度言われているのが、２０

Ｒと呼ばれます生物学的な栄養素の削減プログラム

１０年までにミキシングゾーン、混合域というもの

を促進していきます。そして、全体的に排水規制レ

を削減していこうということを明示しています。こ

ベルを上げていこうということや、産業だけではな

のミキシングゾーンというのは、例えば有害物質も
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The next is , we would like to meet the
commitment that was made in 1994 by having
the Chesapeake Bay toxic‑free goal, and we are
trying to do that through voluntary pollution
prevention

measures. The specific goal in the

bay agreement is that by the year 2010, we w‑
ant to achieve the elimination of mixing zones
for persistent bioaccumulative of the toxics. A
mixing zone is a zone where essentially toxics
are discharged into the bay and they serve, the
bay serves as a dilution factor. Under the bay
agreement, we are not allowing the mixing zones
or dilution factor. The practical implications mean
that we will have to work with businesses much

図 22

closely to encourage them to institute pollution
prevention measures.〈Fig.25〉
It would also require us to provide technical
systems to those businesses with regards to toxici‑

しくは排水などがこの汚染源から排出されて、湾に
排出されたとき、その有害物質が実際その水で薄め
られるわけですが、これを許してはいけないという
ことです。たとえ、その有害物質がある程度の水の
図 23

量で薄められることがあったとしても、一切このよ
うな排水を許せないということをはっきりと明言し
ています。
（図25）

しかし、このようなことをするためには、もちろん
様々な技術的な協力も必要ですので、技術開発につ
いては私たちの方でも進めていかなければいけませ
ん。例えば、このミキシングゾーンの廃止というこ
とをお話したわけですけれども、ボルチモア湾で考
えたときには、もしもこのようなことが実際に徹底
されれば、かなりこれは経済的な影響を及ぼします。

図 24

ですから、これに対して、なるべく経済的影響を緩
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ty reduction evaluations. And most importantly,

individual state, much of the air pollution in the

for the port of Baltimore or if you are in Kobe,

Chesapeake Bay comes from the other parts of

for the port of Kobe, is that elimination of mix‑

the United States, from the west. Just as much

ing zones has brought implications for our port.

of your pollution isn't generated in Japan , it

We have already eliminated one mixing zone

may come from China, we have a similar problem.

for the port of Baltimore . And we are now

So that is going to be a challenge for us in meet‑

struggling about how to come up with the disposal

ing our air pollution goals.〈Fig.27‑28〉

option as a result. The next area is in the wat‑
er, excuse me, in the relationship between air

This is a very unique goal that we have

pollution and water pollution. 〈Fig.26〉

established, and that is, we have established a
goal with regards to what we call

By the year 2003, we want to assess the

use". That is,

"sound land

we want to develop and promote

impacts of the air pollution to the Chesapeake

land use policy that will protect and restore our

Bay.

watershed resources. We are finding more and

We already know that about 25% of the

pollution into the bay comes from the air deposi‑

more that

tion. The difficulty we have in addressing the

dramatically impact the water quality. So the

air pollution into the Chesapeake Bay is that

goals that you see here are really worth noting,

although Maryland and each individual state has

because they are, I think, really historic not on‑

done much to reduce the air pollution in our

ly for the Chesapeake Bay but frankly for the

和していくような施策もとらなければいけません。

うことですので、すぐに私たちがすぐに何かをでき

（図26）

る、そして何かをすることによって解決できるとい

what happens on the land , can

うものではありません。従って、これは難しい問題
次の点として、２００３年までに大気中の汚染物

（図27，28）
だと考えられます。

質の、このチェサピーク湾に対する影響をアセスメ
ントしていこうということを明示しています。既に

そして私がお話したい次の点は、健全な土地利用

わかっていることとしては２５％の窒素酸化物につ

です。この健全な土地利用を進めることによって、

いては、大気中から、この水中に入ってきていると

水質を守っていくことができるということがわかり

いうことはわかっております。そしてメリーランド

ます。逆に言いますと、この陸で行っているさまざ

州や、

まな行動が水質に大きな影響を及ぼしているわけで

そのほかの州、いろいろな形でやっているわけです

す。これはチェサピーク湾だけではありません。国

けれども、わかったこととしては、この関係のある、

全体について言えることかと思います。そしてまた、

ここに名前が上がっている州だけではなく、そのほ

国際的にも言えることだと思います。非常に難しい

かの州から来ているということです。もちろん日本

問題です。まず、一番最初に私たちが具体的な方策

や中国から来ているというわけではありませんけれ

としてとり上げたのは、２０１０年までに恒久的に

ども、やはり米国のそのほかの州から来ているとい

２０％のこの土地を非開発地域にするということで
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entire nation or internationally for that matter

there are several components and that highlights

as well. And that the first score is that we have

two on this five. One is that we have dedicated

committed to permanently preserve from developm‑

state funds to essentially preserve what we call

ent 20% of the land area in the Chesapeake Bay

our rural legacy, where we buy farm land and

by the year 2010. We have also committed that

open space and prevent that from going into

by the year 2012, we are going to reduce the

further development. The second program, as

harmful rate of sprawl by 30 % . This means

you can see it from the pictures on the slide, is

could be translated obviously into your area here

a program that we take industrial sites in our

and Hyogo prefecture . Hyogo prefecture and

city, as shown here, and we turn those industrial

your neighboring prefectures would be committ‑

sites, we clean them up and we turned them

ing to preserving 10 of 20 % of this area for

into productive use . So it has the benefit of

essentially natural resources preservation. And

protecting the environment and also promoting

you would be by the year 2012, saving 30% of

economic development. 〈Fig.31〉

that area that would have been developed would
be now reduced.〈Fig.29‑30〉

In addition, we have a number of innovative
programs in Maryland, we have a program that

It's very significant. In Maryland, we have

says that if you live near your work, you actual‑

done and instituted our own program, which we

ly give you a financial incentive to live near your

call "small growth". And under this program,

work. And we have found that in the first couple

す。また、２０１２年までに、この悪影響である無

ほかに、ここに写真が出ておりますけれども、これ

秩序な開発を削減するということです。兵庫県でも

はグランフィードプログラムというものです。この

同様かと思いますが、近隣の県が１０％から２０％

グランフィードというのは、具体的には産業地域を

の土地を自然のために確保すると、非開発地域にす

あらわしておりまして、このような上の写真に見ら

るということを言ったとすればどうでしょうか。そ

れないような、古い、使われていないような産業地

して、ずっとそういったことをすれば２０１０年に

域をさらに再開発していこうというプログラムです。

なると、１０年の間で非常に大きな変化が実際にあ

（図31）

らわれるわけです。
（図29、30）
メリーランド州では、１つ大きなメリットがあり
次の点ですが、これはメリーランド州で行ってい

ます。これは大都市に近いということ

るスマートな成長というプログラムです。これは州

です。今やっているプログラムとしては、なるべく

のプログラムで成長をうまくコントロールしていこ

近くに住んでもらおうということ、つまり自分の仕

うというプログラムなのです。そしてもう一つのプ

事場の近くに住んでもらおうということです。２０

ログラムは農地、地域の遺産プログラム、これは具

％から３０％ぐらいの人々が、もしも金銭的に何か

体的に言うと州の基金を使って、存在する農地とオー

メリットがあるんなら、そうしたいということを言っ

プンスペースを守っていこうとするものです。その

ています。
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図 25

図 28

図 29

図 26

図 30

図 27
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of years, the program about 25 to 30% of the

What this means is that in terms of education,

people said that they would not had entered or

we are asking by the class by the 2005, that

not live near their work but for this financial

there will be a Chesapeake Bay outdoor experi‑

incentive.

ence for every school student in the watershed

In addition, we give a pack, credit, to businesses

before they graduate from school. It also means

that will create jobs and what we call designated

that by the year 2002, we are going to ensure

growth area. And we have the ambitious goal

that we , as government , also provide a role

for the United States, that we want to double

model. So that we are going to ensure that any

the number of public transit trip in the United

government's property or development projects

States and provide alternative modes of travel

are consistent with the bay agreement.〈Fig.34〉

other than just a free way traffic.〈Fig.32〉
The final goal have to do again with individual

So I want to close by turning back to how

responsibility for the Chesapeake Bay and that

this Chesapeake Bay 2000 affects into the EMECS

is we want to promote that individuals , the

principles that this organization has been promot‑

community organizations, businesses and local

ing for number of years. As you can see, I think

governments take their own programs to achieve

that it supports principle No.1, and pursuing

the goals and commitments that I have just

the holistic approach to the land ‑sea complex

outlined. 〈Fig.33〉

that emphasizes the importance in terms of the
land development to the water quality. Secondly,

ですから、私たちの州でやっていることというのは、

最後の年、実際に卒業する前に１日かけて湾の水域

例えば雇用創出をした場合には、例えば税額の控除

で野外活動の体験をしてもらおうということを考え
ています。また、我々政府としても手本を示さなけ

をするということや、また、米国全体でなるべく公

ればいけないというふうに考えています。さまざま
共の交通をふやして例えば２倍にしていくというこ

な開発、プロジェクトをつくった際に、それがしっ

とを具体的に考えられています。その結果として車

かりとこのチェサピーク湾の協定に基づいたもので

を使ってハイウェイで人々が仕事に行ったりしなく

なければいけないというふうに考えているわけです。

てもいいようにしたいと考えているわけです。

（図34）

（図32）
最後に、このチェサピーク２０００がどのように
エメックスの考えに合っているかということをお話
図３３は、それぞれのコミュニティがどのように

したいと思います。図３５に具体的に示してありま

して参加しているかということです。それぞれのコ

すけれども、まず１番目として、全体的なアプロー

ミュニティがはっきりと公約をして、私が今までお

チをとって、この陸と海のあわせた全体的なアプロー
チをしているということ、つまり、陸、そして海を

話してきたような活動に参加しています。
（図33）

別々に見るんではないということです。２つ目とし
ては、人間の活動がいかに汚染を引き起こすか、そ
最も重要な点となるのが教育ですが、これについ

して沿岸域の生態系がいかに悪化しているかという

ては２００５年に卒業する学年を最初にして、一番

ことについて、科学的な知識を得ていくということ
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it does improve the scientific understanding of
polluting human activities and degregation of the
coastal system, because as you see, not only in
terms of the development area but also in terms
of business activities, we have been trying to
show that link between science and human
activities.
Third, it does actively engaged the major state
groups, by establishing these goals, it means
not only the government will have to change
their policies but businesses and citizens will also
change the way they interact with the Chesapeake
Bay. And then finally, we are acting locally and
thinking regionally both in terms of scientific solu‑
tions as well as legal solutions.〈Fig.35〉

です。これはさまざまなビジネスの活動、いろいろ
な活動が実際に問題を引き起こしているということ
で、これを科学的に見ていこうということです。３
つ目としては、主な関係団体の相手との会話を進め
ていくということ、つまり、対話を進めていくとい
うことです。これは、政府が政策をかえればそれで
済むというのではなく、やはり市民が変わらなけれ
ばいけないということ、考え方を変えて、実際チェ
サピーク湾に対して自分たちがまず変わっていかな
ければいけないということです。そして４つ目は、
地域的に行動して、そしてまたもう少し広い意味で、
この技術的、また法的な解決策を指導していくとい
うことです。
（図35）
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図 31

図 34

図 32

図 35

図 33
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It is a great pleasure to be in Kobe again. I

bring us together in preparation for the 5 th

have been fortunate to visit this City and region

International EMECS Conference here in Kobe in

many times as part of the unique relationship

2001. I believe all of us today want to express

between Maryland and the Hyogo Prefectural

our special admiration and respect for Governor

Government. Since our first meeting in Maryland

Kaihara. It is not an easy task to initiate and

in the late 1980's, the first EMECS conference in

sustain this kind of effort. And to continue to

1990, the conference in Baltimore in 1993, and

focus on coastal seas issues as Hyogo and Kobe

the subsequent conferences in Stockholm and

have made remarkable advances in recovering,

Antalya, many of us have formed new bonds,

and building for the future , after the great

as friends, colleagues, and managers of programs

earthquake .

to restore and protect coastal seas and bays.

appreciation for your efforts and that you have

This has given us a new perspective of the

allowed us to be partners in the International

challenges we face and the variety of restoration

EMECS Center and agenda.

efforts underway that can offer our own programs
and others a unique insight. I will talk about

Setting the Context for a New Chesapeake
Bay Agreement : Let me spend just a few mom‑

that insight and responsibility in a few moments.

ents reviewing for you the past two years of

I would first like to thank Governor Kaihara,

the evaluation process of the Chesapeake Bay

We want to express our deep

the International EMECS Board and the Center

Program .

staff for their continuing dedication and work to

extensive presentations were made at the EMECS

本日、神戸に戻って来れましたことをとてもうれ

評議会、センター副理事長、センターのスタッフの

しく思います。神戸市とこの地域にたびたび来る機

献身的な働きに対しましては、来年の神戸での第５

会がありましたのも、メリーランド州と兵庫県のユ

回エメックス会議に向けての、今回のセミナーの開

ニークな関係のおかげであります。１９８０年代の

催に至ったご努力に対しまして感謝を申し上げたい

後半に最初の出会いがありましてから、１９９０年

と思います。特に貝原知事に対しては、特別の尊敬

の神戸における第１回のエメックス会議、９３年の

の念を持っています。このような取り組みを率先し

ボルチモアでの第２回会議、その後のストックホル

て、さらに継続していくというのが容易なことでは

ム、アンタリアのエメックス会議を経まして、我々

ありません。また、震災の復興を兵庫県、神戸市が

多くは、それぞれ友人として、また同僚として、海

進める中で、海域の問題に力を入れていくことは、

域や湾の修復プログラムマネージャーとしてきずな

やはり容易なことではありません。我々深い感謝の

をはぐくんできました。このような機会を通じまし

気持ちを皆様の努力に対して、またエメックスのパー

て、我々が直面する挑戦に対しまして新しい展望を

トナーとして参加させていただいてることに対して

与えてもらいました。また、この展望が知見につな

感謝いたします。

I will not go into much detail as

がりました。この知見と責任について、きょうの講

さて、新しいチェサピーク湾協定の内容設定やこ

演でお話したいと思います。まず最初に、兵庫県の

の評価プロフィールについてお話したいと思います

貝原知事に対しましては、またセンターの理事会・

が、これについては、昨年、トルコ、アンタリアで
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/ MEDCOAST Conference in Antalya just last

by the Alliance for the Bay Program. 750 detailed

fall.

questionnaires were returned.

But I think there are some interesting

perspectives that can be gained from the evalua‑

（2） 95 in‑depth , face to face interviews with

tions process. In 1998 the Board of the Alliance

key leaders, managers and stakeholders.

for the Chesapeake Bay proposed an independ‑

（3）22 focus group discussions with a variety of

ent evaluation of the restoration program to ass‑

interest groups . In total, over 1,000 people

ist in the development of the new 2000 Bay

participated in the evaluation process that lead

Agreement.

Special funding was secured from

up to a new Bay Agreement. After the release

the U.S. Congress. The Alliance（a major NGO

of the draft agreement, another 1,000 people

involved in the Chesapeake restoration for 20

reviewed and commented on the proposed cont‑

yrs.） developed a evaluation process, working

ent of the agreement. This process, perhaps

with the Bay Program and a number of interest

the most extensive and inclusive public participa‑

groups that would help shape the content of the

tion effort ever to develop a watershed managem‑

new agreement. The project took 18 months

ent program, gave not only strong focus to the

and began with a three pronged approach to find

new Bay Agreement, but also has given us new

out what people thought were the successes and

insight into environmental restoration programs.

failure of the program.

That new insight, just now evolving, is what I

（1）a questionnaire was distributed through the

would like to cover today. I hope these observa‑

Bay Journal, the monthly newspaper produced

tions will provide some guidance for discussions

行われました基調講演の中で非常に詳しく報告いた

まず第１には、チェサピーク湾連合が月刊で出して

しましたので詳しくは述べません。しかしながら、

おりますニュースレターであります「湾ジャーナル」

興味深い展望が、評価プロセスから得られておりま

に載せました。アンケートに答えてもらいました。

す。１９９８年にチェサピーク湾連合が独自の評価

７５０の詳しい回答が寄せられました。

法を修復プログラムに対して行いまして、チェサピー

また、９５のインタビューをリーダーや、マネー

ク２０００協定の作成に役立てるという取組みを行

ジャーや、スティックホールダーに対して行いまし

いました。そして、これには、特別な資金が連邦政

た。また２０人の絞ったグループディスカッション、

府から供出されました。このチェサピーク湾連合と

いろいろな利益団体と行いました。全部で1,０００

いうのはＮＧＯで２０年間、湾プログラムに中心的

人がこの評価プロセスに参加したことになります。

な役割を果たしておりますけれども、評価プロセス

協定素案を発表した後には、さらにもう1,０００人

をつくる役割を果たして、湾プログラムと利益団体

がそのドラフトを読み返しまして、コメント、提案

と協力して、新しい協定の内容の作成をつくりまし

を寄せてくれました。この評価を最終的な結果をま

た。このプロジェクトには１８カ月を費やし、３つ

とめるに当たりまして、連邦政府に対して我々は報

のアプローチを使って、人々がどんなことに成功し

告を行いました。このプロセスは、恐らく今の中で

たのか、またできていない点について評価を行って

最も広範で、包括的な市民参加の一例であると思い

もらいました。

ます。これによって焦点を絞り込んだのに役立った

50

Chesapeake 2000 Agreement

leading up to and including the EMECS 5 confer‑

extraordinary programs can give us insight into

ence in Kobe.

where we should be going with environmental

A Unique Perspective : I have been in a fortunate

restoration programs in the future.

Program and the evolution of the International

Chesapeake Bay Program and the EMECS Experi‑
ence : As I have mentioned , the Chesapeake

EMECS Center. As a partner in the developm‑

Bay Program was initiated almost 25 years ago

ent of the Bay Program and the evaluation

as the United States Congress funded the first

process to renew the Bay Agreement, I participated

comprehensive research of the bay's problems.

in helping to shape one of the most acknowledged

Since that time three renewed Bay Agreements

estuary restoration programs in the world. As

have been signed , the most recently just 8

an observer, from the early days of the EMECS,

weeks ago. The details of the evaluation process

I have been fortunate to witness the evolution

that generated the 2000 Bay Agreement were

of an organization with tremendous potential to

presented at the EMECS/MEDCOAST conference

bring together science, citizens, managers, NGOs

and reprinted in the proceedings. The content

and governments to share knowledge, to learn

of the new Agreement has been also been covered

new ways, and to advance our thinking and ac‑

by Secretary Nishida.

tion to restore and protect coastal and bay

the goals set in the 2000 Bay Agreement are v‑

resources. Now is a good time to step back for

ery advanced and will challenge us all to meet

a moment and take a look at how these two

them.

ということではなくて、新しい知見を得ることがで

てきました。そしてこの人たちが知識を共有し、新

きたわけであります。この新しい知見、洞察力は常

しい方法を学び、思想や行動を進歩させる方法を常

に進化しているわけですけれども、この点がきょう

に学んできたわけであります。今、一歩振り返りま

まさに私がお話したい点であります。私の論点がさ

して、この２つのプログラムから、いかに有効な知

らなる討論を促し、来るべき第５回エメックス会議

見を得られるのか、ここから将来に向かって環境回

に生かされることを望むわけであります。

復プログラムから、どう進めるかを考えるときだと

position to observe both the Chesapeake Bay

このように、私はチェサピーク湾・プログラムと

I think it is clear that

思います。

財団法人国際エメックスセンターの両方の活動に参

先に述べましたように、チェサピーク湾プログラ

加する機会を得てまいりました。湾プログラムの方

ムは２５年前にスタートいたしまして、米国連邦予

にはパートナーとしまして、新しい湾協定の評価プ

算がついた最初の包括的な研究としてスタートいた

ロセスに参加し、世界で最も認められた河口域回復

しました。当初のものから、２回の改訂を経まして、

計画に参加してきました。一方、財団法人国際エメッ

第３回の協定が８週間前に調印されたわけでありま

クスセンターの方には、オブザーバーといたしまし

す。２０００年湾協定の評価プロセスは、第４回エ

て、世界の科学者、市民、マネージャー、ＧＮＯ、

メックス会議の報告書に詳しく述べられております。

政府関係者を一堂に集めるという、このすばらしい

また、協定の内容は、ニシダ長官が今詳しく話した

可能性を持ったノーマライゼーションの発展を見守っ

とおりであります。これは挑戦的である上に、それ
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I would like to share with you a few thoughts

programs like the Baltic Sea, Chesapeake Bay,

on what I believe are lessons learned from our

Seto Inland Sea , or Mediterranean Sea , our

public evaluation of the Bay Program relative to

knowledge would not be as advanced as it is

global efforts to restore and protect coastal bays

today.

and waters.

the problems facing smaller estuaries would not

Actually, many of these lessons

Without these comprehensive efforts,

are shared with other coastal seas efforts that

be addressed.

we have been privileged to learn about through

2. Partnerships Are Fundamental :

the EMECS conferences.

Partnerships at all levels are critical if we are

1.The Role of Large Scale Restoration Programs:

to put together successful and sustainable effort.

Large scale water quality restoration programs

The Chesapeake Bay Program learned very ear‑

are essential to advancing our knowledge of wat‑

ly , and is still working on , our efforts to be

er conditions, living resources, and the impacts

inclusive in all levels of the research and decision

of populations and development. At first glance

making. I would submit that we needed to take

perhaps this is obvious, however I don't think

the concept of partnerships to the next level.

we fully acknowledge the fact, nor convey to

International efforts, as we have learned, enrich

the funding sources and the public that large

restoration programs at a number of levels .

scale programs are essential if we are to generate

The more opportunities we have to formally

the body of science necessary to address the

acknowledge these partnerships, the stronger

major problems we are confronting.

our efforts will be.

Without

に見合う能力がこれから非常に大変であるというこ

もらうためには、非常に重要なことであります。バ

ともまた事実であります。幾つかの、このプロセス

ルト海のプログラム、チェサピーク湾のプログラム、

からいろんな教訓が得られました。地球規模の取り

瀬戸内海のプログラム、地中海のプログラム、こう

組みにどう関係づけられるかという教訓を得てきた

いったところから知識は今ほど大規模なプログラム

わけであります。多くの教訓というのは、実はほか

がなければ進んだものにはなっていないでしょう。

の地域と取り組みと協力している、共通しているも

包括的な努力、取り組みをして、事によって、より

のですが、それはエメックス会議を通じて学んだと

小さな湾に直面する問題にも解決ができるわけであ

いうところが多いわけであります。

ります。

４つの教訓のうちの１つは、大規模な保全修復計

第２番には、パートナーシップの重要性でありま

画の役割でありますけれども、大規模な環境回復プ

す。これは本当の基本であります。パートナーシッ

ログラムが水質の改善、あるいは生物の固体数をふ

プがすべてのレベルで行われることに成功して、プ

やしたり、人口の影響をなくすということに、非常

ログラム成功の持続を可能にするものであります。

に不可欠なものはわかっております。しかし、明ら

チェサピーク湾・プログラムにおきましては、当初

かに見えていながら、実は十分にこの知識を認識、

から、もうこのことに気がついて認識しておりまし

事実を認識していることが今までありませんでした。

て、すべてのレベルの包括的な総合的な努力を研究、

これは、科学者に我々が直面してる問題をわかって

意思決定について行ってきました。パートナーシッ
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3. Information Sharing :
Sharing information should be an integral compon‑

promise in meeting that need.
4. Opportunities for EMECS :

ent of every m ajor restoration progra m .

What opportunities are there for the future of

Unfortunately, much of the work, even within

EMECS?

individual restoration efforts are pursued in what

remarks , it seems that there are numerous

we call a "smokestack" mentality .

That is ,

opportunities for this organization to assume a

major areas of interest and/or research, never

new role. Many of the tasks to begin to address

cross, remaining isolated within that particular

the challenges are defined in the work program

area of expertise.The problems that this kind of

that has been recently outlined for the coming

thinking and acting creates are substantial.
Perhaps most disappointing are the missed

year. But I think we should look even beyond
; to define a role that carries EMECS well into

opportunities that cross fertilization can generate.

the future.

As I have outlined in the previous

This is true not only within our respective

W e began to define the tasks facing the

programs, but between major efforts nationally

International EMECS Center with the list of ac‑

and internationally .

tions in the Antalya Coastal Seas Declaration.

There are a number of

efforts underway to address this problem, but

Many of these actions are also reflected in the

the need still exists to systematically exchange

findings from the evaluation that lead to the 2000

knowledge and solutions faced very specifically

Chesapeake Bay Agreement.

by coastal seas and bays.

encouraging.

EMECS holds great

I believe that is

プの概念をさらに、今次のレベルに高めなければい

チャンスを失っているわけであります。それぞれの

けないと思います。つまり国際的な取り組みを豊か

プログラムの中だけでなく、幾つかの国内・国際取

にすることが大事だと思います。パートナーシップ

り組みの間にも、これが言えることであります。そ

の機会が多ければ多いほど取り組みが強化され、ま

ういったことで、この場に対処する方法、系統立て

た回復計画が迅速に進むと思います。

て知識を交換するシステムが、今、非常に求められ

第３番目には、情報交換であります。情報交換す

ております。この意味でエメックスが持っている将

るというのが、これはすべての大きな環境回復プロ

来性というのは非常に大きなものであります。

グラムの大切な部分であります。しかしながら、残

次に、財団法人国際エメックスセンターの将来性

念ながら我々の多くはまだ時代おくれな、いわゆる

についてです。さきにも述べましたとおり、新しい

煙突時代の精神にしがみついておりまして、交流が

役割を果たす家族のチャンスに恵まれていると思い

余りなく、情報交換もなく、それぞれのエリアに孤

ます。最近、エメックスセンターの組織改正と多く

立しているわけで、煙突という名前がつけられてい

の事業計画が決定されました。

るわけでありますけれども、このようなアプローチ

我々もっと大切なのは、財団法人国際エメックス

では問題がいろいろ起こってきます。

センターの将来の役割にあると思います。エメック

一番失望する点は、まさに生物の荒廃、品種改良

スに直面している課題は、まさに昨年出されました

から生まれるようないい結果というものを生み出す

アンタリア宣言の行動計画に示されております。こ
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We should be heartened that the over 1,000

challenges of this new century.

participants in the Bay evaluation identified many
of the same issues and actions adopted by the
Antalya Declaration. What we need to do now
is to tie the work of the International EMECS
Center even more closely to specific international
estuary and coastal seas restoration efforts. In
closing , the International EMECS Center has
brought together a diverse and talented group
of people , dedicated to working together to
protect our coastal and environmental resources.
Governor Kaihara, again I wish to thank you
for your vision and willingness to offer continued
support to the International EMECS Center and
to those of us who have had the pleasure of
making the journey with you , the dedicated
staff, and so many people from around the globe.
We look forward to supporting you and the
International EMECS Center as it meets the

の宣言に盛り込まれている行動計画はチェサピーク

私どもといたしましても、新しい２１世紀の課題

２０００の評価の結果とも多く共通しております。

に取り組むに当たりまして、遅々と財団法人国際エ

このことは非常に心強いことであります。1,０００

メックスセンターをますます支援していきたいとい

人の参加者がアンタリア宣言の行動計画と同じこと

うことをお約束いたします。

を、チェサピーク湾について言っているわけであり

どうもご清聴ありがとうございました。

ます。今やるべきことは、まさに財団法人国際エメッ
クスセンターの事業を、より具体的な、国際的な取
り組みにタイアップ、連携を進めていくことだと思
います。
最後に、財団法人国際エメックスセンターは、実
に多彩な優秀な人材を世界から集めてきました。そ
の人たちは皆、水域環境保全に献身的な働きを行う
集団であります。
貝原知事に対しまして、ここにもう一度、知事の
ビジョンと、この取り組みを続けていくという強い
意欲に対して感謝の意を表したいと思います。
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Prof. Kumamoto
Well, we still have more than an hour to go, so
before we open the floor for the discussion, I
would like to pick up some questions from myself.
I would like to ask some questions, incorporat‑
ing some questions you have already received
from the audience. First of all, Dr. Bell, how
the scientific data has been accumulated and show‑

tion to Dr. Bell. Accumulated data or scientific

information , how to, politicians or the policy
makers, or those people who should follow these
principles such as the people involved in fisheries
and agriculture, how we can convey all those
scientific information to those people? This is the
point I would like to raise to Dr. Nishida. The
Chesapeake 2000 agreement, in order to actually
implement and realize it, how you receive and
accept those scientific information or data? How
do you fully utilize this scientific information?
And another question to Dr. Nishida. By 2010,
and you would like to expand this idea for more
2/3 of the area. Do you think that you would
like to expand this idea to other states as well?
If you could answer to those questions , we
would like to be very appreciated . To Mr .
Carroll, toward the planning, how we would like
to incorporate information into the process?
And how the International EMECS Center can
work and can play a role in the future? Would

○ 司会（コメンテーター）

の中に科学的指標を導入というようなものも含めて

ing a lot of actual examples? Without having
those scientific data and authentic information,
we cannot resolve the problems. Dr. Nishida
has mentioned earlier, thank you for your explain‑
ing about much in detail about the Chesapeake
2000 Agreement. And Mr. Carroll has explained
that there are lots of corporations in this. And
on the premise of the large scale plan that we
have to incorporate a various kinds of scientific
information, while I think this intended content
of Mr. Carroll. So I would like to raise the ques‑

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

いくことによって生かされるという趣旨を述べられ

私たちに残されている時間は、１時間程度であり

ました。

ますけれども、フロアの方からの直接のご質問をい

そこで、ウェイン・ベルさんの方に対する質問で

ただく前に、全体を通して私の方で一、二の質問を

すが、問題は集められた資料、データというものを

させていただいて、その中には既にいただいている

いかに政策の経営者、政策の作成者、あるいはそう

ご質問も折り込んで述べたいと思っております。そ

いった政策というものを具体的に遵守していく関連

の後で、フロアからのご質問をいただきたいと思っ

の方々、これらには、漁業を営む方もいらっしゃる

ております。

でしょうし、生産に携わる方もいらっしゃいますが、

まず、ウェイン・ベルさんは、さまざまな科学的

こういったところにどういう形で、そのデータを伝

なデータというものが、いかに形成されてきたかと

えていくかということが問われているのではないか

いうことについて、具体的な資料を通じて述べられ

と、この点についてどうお考えになるかということ

たのであります。こういう知識なしに、私たちは問

であります。

題の解決を図ることはできないだろうと思っており

それから、ニシダさんの方に対する質問でありま

ます。それから、ニシダさんは、２０００年の協定

すが、２０００年の協定というものを実現するため

の内容を非常に詳細な形で述べられました。それか

にも、今、上げられましたデータというものをどの

ら、デビッド・キャロルさんは、さまざまな協力は、

ように受けとめて、活用していこうとされているの

大きなスケールの計画というものを前提として、そ

かという点をいかにお考えになるのかということで
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community. One of the primary resources for
that is the federal govern m ent . T hrough
competitive grants and contracts and the largest
single founder for many years has been US
national science foundation. My older institution
accounted for 25% of the total federal grants in
its expenditures in any year for scientific research.
That's an interesting finding because the national
science foundation has never signed any Chesapeake
Bay agreement . It's an independent federal
agencies dealing with the advance for the science
nationwide and is not signatory at any such
types of agreements because that's not its mission.
Yet it is funding cutting‑edge science, the project
for example, which national science foundation
supports. So you have this independent but relev‑

you like to touch upon these?
Dr. Bell
Ok, I will begin. As I understand the question
in its most general sense, we are dealing with
how to share evaluated data, and make sure it
becomes available to various user groups which
could range from regulatory agencies to other
groups such as agricultural farmers and of course
my pleasure, to teachers. Let me begin by say‑
ing that there are 2 major sources of data for
program like the Chesapeake Bay. Some years
ago, I did analysis that the institution where I
used to work with University of Maryland about
the research that they do. And how it responded
? I think in that analysis, there are a couple of
interesting lessons, which come out. First of all,
one of the primary supporters for the Chesapeake
Bay research by the scientific community, that
would be the university based, laboratory based

ant, you would say, scientific community out
there, one of the largest challenges for research
done by a community like that is to get informa‑
tion that is funded under programs that are not

あります。ニシダさんにはもう一つ、西暦２０１０

あるいは農家、それから、私の観点からいきますと、

年までに、全体３分の２の地域に、この回復を及ぼ

先生方といったユーザーにどのようにして利用して

していきたいということを述べておられましたが、

もらえるかということですね。このチェサピーク湾

他の州との関係についてはいかにお考えになってお

に関するデータ源としては、主に２つありまして、

られるのか、これあたりもつけ加えて述べていただ

そのひとつに私が何年か前にメリーランド大学で研

けたらと思います。

究したものがありますが、そこで幾つか、私たちも

また、デビッド・キャロルさんは、データをいか

学んだことがありました。まず、科学者によるチェ

に取り入れていくかということを、全体的な計画の

サピーク湾の研究のための主な支援は大学や研究所

中で考えるべきだとお話しされましたが、今後、財

です。主な資金提供源は、連邦政府で例えば私たち

団法人国際エメックスセンターがいかに活動していっ

が１年間の収入うちの２５％は連邦の方から来たと

たらよいのか、先ほどの報告との関係でどうお考え

いうことでございました。最大の支援団体は、おも

かについて、それぞれ説明していただきたいと思い

しろいことにチェサピーク湾の協定に署名していな

ます。

い米国科学財団で、国家レベルでの科学の振興に関
する独立した官庁です。

では、ウェイン・ベルさん、どうぞ。

やはり、こういう科学的な世界で何が一番大事か
○ ウェイン・ベル氏

ということといえば、どのようにしてその情報を得

（ワシントン大学環境科学センター所長）

るかということだと思います。しかし、現実は必ず

質問は、評価されたデータを実際に政策決定者、

しもこの湾の計画を通じて直接資金が得られるとい
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tion Agency represents actually the entire federal
government and all sorts of federal agencies,
such as US geological service and many others.
That are conducting programs on the Chesapeake
Bay, programs that ranges from satellite remote
sensing to actual periodic monitoring, very rich
data source. And there is an effort under way
to compile that information and make it more
available. Driven in part by the readiness to
which you can now post information to the internet.
The Chesapeake Bay Program home page contains
a large amount of that data, synthesized into
various graphics some of which I showed you,
and it is a very rich resource . W hen the
Chesapeake Bay program was reevaluating its
successes or accomplishments under the 40 %
nutrient management goal, their results of the
assessment for various tributaries and sub ‑
tributaries as well as the bay proper were availa‑

funded directly through the bay programs to the
bay program into the agencies that have made
commitments to do things under the bay program.
That's the challenge that many universities and
others have not entirely met. But it is the one
that's extremely important. And quicker that
information can get to the interested parties,
the better, and that seems not reading necessa‑
ry for peer review journal articles and other
types of that communications which is a continu‑
ing frustration for agency officials. The other
resource, however, that is increasingly and has
always been important, and maybe in some ways
increasingly so, has been research and monitor‑
ing conducted by those agencies that are part
of the Chesapeake Bay signatory agreement.
This includes the state agencies for the signato‑
ry state like Maryland, Virginia and Pennsylvania
but also federal agencies which are signing by
the administrator of the US Environmental Protec‑

ble on the internet. Even so, there is a wealth

をこの中で得られております。

うことではありません。米国においても、大学だけ
ではなく、このような活動に対してなかなか資金が

このような資料が、だんだん蓄積されており、イ

得られないという現状があります。従って、興味を

ンターネットを通じてこの資料が得られます。チェ

持っている方々に対して、どのようにして、この情

サピークもホームページをつくっており、様々な情

報をできるだけ早く提供できるかが重要です。この

報を提供しています。例えばグラフィックもありま

コミュニケーションは非常に大変ですが、私たちに

すけど、いろんな情報がその中に載っております。

とりましても、この社会と科学の世界との間のコミュ

チェサピーク湾の協定といいますのは、今まで、

ニケーションギャップというのは非常に大きいわけ

もちろんその栄養塩を４０％削減というようなこと

です。

も目標としてきました。それからさまざまな支流か

それから、もう一つ申し上げられることですが、

らいろいろ流れて来ますが、インターネット上でご

研究とモニタリングを進めるということは、もちろ

らんいただきますと、どのような支流がこのチェサ

んチェサピーク湾の協定の一部で、メリーランド、

ピーク湾に流れているかということも見ていただけ

バージニア、ペンシルバニア、もちろん米国の環境

ます。
それからまた、米国の環境保護庁など関連する当

保護庁もこの中の協定に入っております。それから、
例えば米国の地質学関係と、あるいはまた太陽関係

局、それ以外の関連する当局とか、あるいは州とか

等の当局もかなり協定に入っているわけであります。

のものの資料も出てきております。そしてコンピュー

もちろん衛星のリモートセンサーでこの湾も見られ

ターを使いながら、できるできるだけたくさんの情

ているわけであります。いろいろな資料というもの

報を皆様方にお伝えするようにしております。
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ers. We will change that culture in science. I

think we are going to have a wealth of informa‑
tion available. And finally for the educators, let
me just say that resources such as what I showed
you today were scientific data, published almost
in real time to the internet or certainly in time
that is only a few month short. But what we
are really doing there is generating a local text
book that shows circuits, the old traditional way
in which scientific information gets to be classified.
And we are , in many ways, what I presented
to you today is, in some sense, a science textbook
for Maryland in the Chesapeake region. And
we really could take advantage of that even more,
and I'm sure we will, as our coastal sea program
goes along. But remember, if we are interested
in the future generations and future citizens'
partnership, it's important to reach those future
citizens and one of the best ways to do that is
that here' s a network authority there, the educa‑
tion that you have in your country, that is real‑

ユーザーです。例えばどのように効率をされていく

から、この中で、例えばそういう意味ではローカル

かということでありますけれども、恐らく今でも、

なテキストとかできるのです。今までだったら、本

これから先ずっともっとよくわかってくると思いま

当に教室で、今までは昔にやってきたやり方ではな

すけれども、例えばプロの科学者というのは、本当

くて、もっと新しい情報をどんどんクラスでできる

にもっと上手にコミュニケーションを持っていかな

わけであります。ですから、あるいはメリーランド

ければならないということです。プロとしての責任

とか、あるいはまたチェサピーク湾だけのそういう

であるということであります。一般の人たち、ある

テキストブックができるということができます。

いはまた興味を持つ、そういう当局に対して、いか

そして、これから先、我々が、このプログラムを進

にして情報を提供するかということ、これが我々の

めていくことによって、もっと詳しい情報が出てく

責務になると思っています。もちろん、科学的な文

ると思います。そして、将来的な市民に対して、自

化というものも今もありまして、このような情報を

分たちは意思をもってかかわっていくというような、

いかにして、これからもっともっと民間の人たちに

そういう奉仕の精神もつくっていくと思っておりま

伝えていくかということが非常に重要になってくる

す。教育というもの、そして教育のネットワークと

と思います。

いうものが非常に重要だということが思えますし、

of information that is generated , that is not
necessarily written in the format can be used
and be analyzed by the UACPA or other agencies.
And there is an initiative now to make the data
and m ore standard form at so that can be
incorporated and computers can if you will tune
on it, and bring it out in an interpreter fashion
and manage the vast amount of our information
that's available. How to make it available to the
user groups is, of course part of our challenge,
one requires a very strident call that we are
probably here, maybe forever, but one that we
really need to hear more clearly is the scientific
community needs to be much more communicative.
And professional scientists need to be able to
recognize that. It's a professional responsibility
just as much to communicate with the public
and interested agencies and partied who need
the information, as it is to publish for your pe‑

そして、我が国だけでなく、それは日本の皆さん方

教育者といいますのは、非常に科学的な豊富な情

にとっても非常に重要なリソースになると思います。

報があるわけです。インターネットを通じてリアル
タイムまたは１カ月か２カ月ぐらいの差で皆さん方
に見ていただくことができるわけであります。です
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adds strength that therefore to governments, as
we begin the hard task of developing laws and
regulations to implement the goals, because we
can go back and say that these were not goals
that government picked from the air, but it was
based on the scientific data at the time. Having
said that, unfortunately there are some, within
industry and some within the government who
still believe that it has to be done base on
exhaustive science. You could always do additional
research . And one of the dilemmas is that a
government, I think, faces these when you have
enough science to act. And in the Chesapeake
Bay Agreement, we are essentially saying that
based on the best available science of now, we
cannot afford to wait any longer. We have to
act on what we have here, but that's not to say
that science cannot add and science. The second
question that I was asked to speak of, and that
is what is the reaction of other states to the

ly looking beyond local balance, and it is in the
international resource.
Prof. Kumamoto
Thank you very much. Dr. Nishida, please.
Dr. Nishida
Yes, the first question , I will repeat, all I
have in our memory, and that was how do we
accept the scientific data in terms of implementa‑
tion of the Chesapeake Bay Agreement. And I
would like to answer that by saying one of the
strength of the Chesapeake Bay program is that
it has been based on some science. It has a sci‑
ence advisory committee that assists the governm‑
ent in determining these goals. So when we
entered into the Chesapeake Bay 2000 Agreem‑
ent, it was based on that advice that we were
getting from the scientific community with regards
to these specific goals and the time frame. That

○ 司会（コメンテーター）

また、実際にこの目標を本当に実施するために、

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

さまざまな厳しい規制でありますとか、ルールとい

ニシダさんはいかがでしょうか。

うものもつくっているわけであります。もちろん私
たちはもともと目標を持った時点から、それを実際

○ ジェーン・ニシダ氏

に実施するためにさまざまな規制というものをつくっ

（メリーランド州環境省長官）

てきました。政府としては、いつでも、さまざまな

最初の質問ですけれども、私たちは、この科学的

科学的な情報をもとにして、それを使いつつ、しか

な情報をいかにして得て、そして実際にそれをどの

し、本当に科学的な根拠を幾らたくさん持っても十

ようにしてチェサピーク湾の協定の中で実現してい

分であるということはないと思います。けれども、

くかということであります。それに対しては、チェ

今手に入る最高の情報というものを持つだけではな

サピーク湾の協定のメリットといいますのは、非常

く、その最高の情報をもとにして、そしてその後、

に科学的な根拠に基づいているということです。も

もちろんさまざまな情報が出てくれば、それをまた

ちろん私たちの政府が、アドバイザーリコミュニティ

持つことによって、例えば規制を変えていくという

の助言を得て科学的な根拠に基づいて、この目標を

方に考えております。

目指そうということでありましたので、という意味

２番目のご質問でありますけれども、ほかの例え

では、この助言に基づいて、私たちは科学的な世界

ば州です。州の反応はどうかということは、非常に

の皆様方からさまざまな情報をいただいてそれをも

時宜を得たご質問をいただいたと思います。神戸に

とにしております。

まいります直前ですが、実は、５０州の環境関係者
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Chesapeake Bay 2000 Agreement. It's very time‑
ly that you ask me that, because before I came
to Kobe, I attended an environmental commission‑
er meeting, this is the environmental commission
for the 50 states of the US met, and I did the
similar presentation on the Chesapeake Bay2000
Agreement. And they were in all, frankly for
two reasons. One, because of the ambitious
nature of the goals, and secondly because the
state like Maryland, which is viewed as a liberal
progressive state when it comes to the environm‑

ly a nightmare in terms of management." So I
think while they applaud us, they want to be
behind us in terms of seeing whether we can
achieve these goals, because they are so ambitious.
Prof. Kumamoto
Before we receive the answer from the David
Carroll, I would like to ask another question
relating to what was mentioned by Dr. Nishida.
Some of the Environmental Agency people said
in the other state that they would like to adapt
that. They said that in Japan, Japanese central
government is on the process of delegating the
power to the local authorities. These days, in
Japan, neighboring prefectures and cities, if one
prefecture decides something that neighboring
prefecture is always wondering whether they
should follow that step or not, but the policy of
the local authority and local government are differ‑

ent , and the state like Virginia which is not
viewed as a liberal and progressive state but
rather as a conservative state , but we could
agree on these goals. So I think that people have
been impressed with the goals, but frankly a
little bit frightened by the goals, too. I know
the commissioner applauded came up to me
afterwards and said, "I wouldn't want to adapt
that in my state, because it would mean obvious‑

ent from each other. How you coordinate with

が集まった環境に関するコミッショナルな会議がご

○ 司会（コメンテーター）

ざいまして、このチェサピーク湾に関係しまして、

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

この２０００年の協定につきまして、私たちの目指

関連で質問を加えさせていただきます。今、ジェー

すものは、非常に野心的であるということをお話い

ン・ニシダさんのお話の中では、自分の州では、こ

たしました。同時に、バージニア州については、メ

の目標についてちょっと見合わせたいというお話で

リーランド州は非常に自由な州とは異なり、どちら

す。日本でも、これは米国と違って中央政府が、そ

かというと、保守的な州というような州の性格の違

の権限を地方に分けていくというのが基本的な考え

いが在りながら、私たちの持っている目的は共通し

方でありますが、最近は少し状況が変わってきてお

ているということです。目標というのは、ひょっと

ります。日本でもそれぞれの地域ごとで政策決定が

したら、本当に驚くべきことかもしれません。ほか

行われて、したがって、日本の場合ですと隣の県と

の州の知事さんが「いや、私はそういうのは使いた

か市になりますけども、それに同調するかどうかと

」とか言われ、また、
「実際に管理す
くないですね、

いうのは、非常に大きな問題なわけです。この協定、

る側にとっては、それは悪夢のようなものだから」

チェサピーク２０００協定に至るプロセスの問題を

というふうに言われた環境関係者がいらっしゃいま

考える中で、そういう自治体の違い、自治体の方針

した。実際に目標が本当に私たちが遂行できるかど

の違いというものをどういう形で調整していくか、

うかというのは、かなり非常に野心的でありますか

そういったことなども、ちょっとつけ加えて、今後

ら、このような発言がでたのでしょう。

のあり方について述べていただければありがたいの
ですが。
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the difference, the different idea that each differ‑
ent states are having? How do you coordinate if
each different state is having a different idea or
a different policy? How do you coordinate that?
Dr. David, please.
Mr. Carroll
You give me such an easy question, professor.
First of all , I think we have to change our
concept of how we manage our resources. And
I think this is happening with the public, especial‑
ly in the last 5 to 10 years. Remember, political
boundaries are artificial boundaries. They are
from long histories and for reasons, we fought
wars over or whatever.

the Chesapeake Bay comes from the air deposi‑
tion. Much of that comes from, in fact, form
the Ohio River Valley, power plants in the Ohio
River Valley. And for many years, the focus in
the Ohio River Valley , the environ m ental
secretaries, their governors and people who run
the power plant , just simply , you know , so
ignored. And we finally coming very close, I
believe, that EPA to beginning to manage that
because enough people in the Congress and
political leaders, enough of the NGOs have said,
you know , why should the citizens of the
Chesapeake Bay watershed have to pay for the
pollution that is coming from outside of our airshed.
So what has begun to say, where we don't w‑

But artificial boundaries and citizens are beginn‑
ing to understand that natural resources do not
acknowledge political boundaries. The air is, as
Dr. Nishida mentioned, 25% of the nitrogen in

ant that is to go is a sort of watershed or airshed
wars . But what it does begin to say is that
everything we do has some sort of impact on
someone else's for natural resources. We simply
have to acknowledge that, and then we can get

○ デビッド・キャロル氏

た工場や発電所で仕事しているような人たち、その

（環境政策・研究管理事務所長）

持ち主の人たちが、その下流でどういったことが起

まず、資源をどのようにしてマネージメントして

こっているかということに対して、最初は完全に知

いくかという考え方を変えなければいけないと思い

らん顔していたわけです。そして、それに対してＮ

ます。これはもう既に人々の間では起こっています。

ＧＯの方が働きかけました。つまり、チェサピーク

この５年から１０年の間に、こういった変化が起こっ

湾、つまりこの下流の方が何でその上流から、つま

てきました。例えば、政治の境界というのは人間が

り自分たちを外の方から来る汚染に悩まなければい

つくり上げたものです。歴史、そして戦争があった

けないんだということに声を上げ始めたわけです。

り、何らかの形で人為的につくられたものです。し

その結果として、この水域、そして空域の戦いとい

かし、それぞれの人々が今このことに気がつき始め

うのが起こりました。つまり、私たちが何をしたと

ました。

しても、ほかの人たち、だれか回りの人たちに何ら

つまり自然の資源というのは、こういった人間が

かの影響を与えてしまうわけです。これを覚えてお

つくったような、政治的な境界にこだわるものでは

かなければいけません。そして、それを認めなけれ

ないということ。例えば窒素酸化物については、チェ

ばいけません。そして認めることによって、一緒に

サピーク湾の窒素などは、よく空気中からも来てい

努力をすることができる戦略ができるわけです。そ

るというお話をしました。特にこれは、この川の上

れが先ほどニシダさんのおっしゃった、このチェサ

流の方に発電所等のいろいろな汚染源となっている

ピーク２０００協定の中心になる考え方だと思いま

ということもありました。オハイオ州では、こういっ

す。メリーランド州の考え方、この州の法律、これ
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about that? I think most of us here who are leav‑
ing future generations have responsibilities. People
are beginning to acknowledge that . People
understand that. That also becomes a powerful
force . Young people educating some of our
biggest environmental programs in the state of
Maryland, the recycling program, really were
initiated out of the public school system and
became legislation. I'm sorry professor, it's much
too long.

over that critical point of acknowledging it, we
can then begin to develop strategies that address
that, like we are beginning have in airshed, like
we have in the Chesapeake Bay Agreement. As
Dr . Nishida pointed out , the governmental
structures in Pennsylvania, Maryland and Virginia
are completely different. Completely different
the way they run their governments. The political
situation in the state is completely different, yet
they were able to come to the agreement somehow
on this new bay agreement. Why? Because the
citizens, NGOs and many of the local governm‑

Prof. Kumamoto
That's all right, thank you very much. It is
a quite impressive answer to my very simple
question.

ents said that this Chesapeake Bay and watersheds
that lead into the rivers are more important than
just political boundaries. It's a part of their life.
It's people who are willing to go that extra step
to achieve these goals. And we have a personal
responsibility to, I mean, you know, I have no
children, and I will be dead in 10, 20, 30 years,
40 years if I'm lucky, so why should I worry

Mr. Carroll
Is that when I swear "you talk too long? "

は完全に今までとは異なったもので新しいやり方で

たちが理解するということが大きな力になっている

す。政府、政治的にも変わってまいりました。そし

わけです。これが教育のメリットであります。

て、メリーランド州は、そのほかの州とは非常に考

メリーランド州では、これを進めています。例え

え方が違う、政治的な考え方が違うのに、それでも

ば、公共の学校のシステムにこういったことを導入

やはり手を結ぶことができたわけです。国民、そし

して法律にもしているわけです。

てＮＧＯ、そういった人たちがそれを見てきました。
この川の水が流れ込んでくるチェサピーク湾という

○ 司会（コメンテーター）

のは、この政治的な境界よりもずっと大切なのだと

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

いうことに気がつき始めたからです。ですから、こ

私としては、どう調整するかという質問をしたん

ういったことを理解することによって、人々が前に

ですが、同じ問題は自治体、あるいは委員会等の政

一歩踏み出したのだと思います。そして、個人個人

策に対して、企業はどのようにこれに対してリアク

が責任をとるということ、つまり、責任感を感じる

ションがあったのか、企業の協力がどうあったのか。

ということだと思います。その結果として、２０年、

それから、市民参加の問題ですが、市民がこれにつ

３０年、私たちの子供たちの世代になってきたとき

いてどのように参加したのかということも問題だろ

に、随分と違っている将来になるのではないでしょ

うと思います。

うか。ここにいるほとんどの私たちが、やはりこの

それから、ウェイン・ベルさんのお話の中で、コ

将来を担っていく人たちです。ですから人々は理解

ミュニティからボランティア、ワーキングボランティ

し始めています。そして、その結果として、若い人

アが参加して、この科学的なデータの形成にホンテ
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Prof. Kumamoto
I don't think so.

tions in relation to development of the particip‑
ants of the citizens. So I would like to ask the
corporate's participation, and Dr. Bell for the
volunteers of the citizens.

Prof. Kumamoto
Earlier I asked Dr. Nishida, how they could
coordinate among different states with different
political approaches, the same will be true to
the local governments and commissions. Excuse
me , how would the private sectors , private
companies, enterprises will react to the policies
given by the state agencies or the local governm‑

tion. Excuse me, I wonder if there was such an
incident. There are some floor participants' ques‑

Dr. Nishida
In the Chesapeake Bay program , there is a
citizens advisory committee that does include
business sector. So there are businesses that
participate in the development of the Chesapeake
Bay Agreement. I can tell you that with regards
to the reaction of the bay agreement. For the
most part of the bay agreement has been a
voluntary agreement, and therefore, businesses
have been willing to participate very actively
and been very supportive . We have tried to
emphasize pollution prevention as oppose to heavy
regulatory programs that would impose fines and
penalties. And again, we have a program with
the business sector called "businesses for the bay",

リベーションをしたのかどうか、その辺、どういう

対しては、非常に好意的な反応が今まで出ています。

例があるのかというふうな質問がフロアから既に私

例えば、汚染防止については、かなり規制すること

の手元に来ておりますので、合意形成に至る過程で

もできます。例えば罰金を取ったり、さまざまな罰

企業の参加はどうなのかということはジェーンさん

則を取ったりすることもできますが、こういった形

の方に、市民参加についてはデビッドさんの方に、

ではやっておりません。企業の方では企業の方で、

それからコミュニティからのワーンキングボランティ

自分たちで自主的に何か事が起こるまで待つのでは

アの参加について、これは科学的にデータというこ

なく、自主的に行動をとっています。そしてこのよ

とに限られますけれどもウェイン・ベルさんにそれ

うな自主的な行動の方が非常にうまくいくと思いま

ぞれお答えいただけますか。

す。このようなことも含めて、私たちのやり方が変

ents. How they react to that? Do they cooperate
or not? And also how did the citizens participate
in such an effort or a promotion? These are v‑
ery important. Also incidentally, earlier in the
presentation by Dr. Bell, there were some discus‑
sions of the working volunteer from the local
community in promoting the scientific data collec‑

わってきていると思います。今までのような規制に
○ ジェーン・ニシダ氏

基づいたやり方、強制的なやり方ではなく、つまり

（メリーランド州環境省長官）

罰金をしたりするようなやり方ではなくなってきて

このプライベートセクターがどのように関与して

いるわけです。もしこういったやり方だと、ビジネ

いるかということですけれども、チェサピーク湾の

スは参加してきません。しかしそうではなく、やは

プログラムでは、委員会がありますが、この中には

り自主的なプログラムでビジネスをパートナーとし

企業は入っておりません。それではどういった反応

て迎え入れたいと考えています。こういった企業の

があるかということですが、この協定のほとんどが

多様の変化、非常に好意的な変化が大きな要因となっ

自主的な合意内容となっています。ですからそれに

てきていると思います。
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Dr. Bell
Can I just add?

where businesses will develop these voluntary
programs that try to pro‑actively reduce pollution.
And we give them awards every year and that
has had a much success. When we go into this
new agreement, as you saw from my presenta‑

Prof. Kumamoto
Yes, please.

tion , it is frankly going to change how we
operate, it means that there are going to be
more regulatory programs, more programs that
will become mandatory, and therefore there will
be fines and penalties are set against businesses
that do not participate in the program. We are
hoping that because of our strong partnership
under the voluntary program, that we can continue
to keep businesses involved. And so far, I hav‑

Dr. Bell
I think what is important to understand about
the bay program, and I want to emphasize what
Dr. Nishida has is that this largely has been a
voluntary program. There are very few, if any,
federal regulations. There have been no federal
regulations, which said you had to enter into a
bay agreement, completely voluntary. There are
very few federal laws even, which mandated us
to clean up nitrogen and phosphorus. In fact,
until our very recent program , nitrogen was
not even recognized as the controllable pollutant.
So the states, our Maryland, Pennsylvania and
Virginia are committing tens of millions of dollars,

en't seen many businesses run away from the
program . But it's going to be a challenge to
make sure that in order to meet these ambitious
goals, that we can continue in the cooperative
ways that we have in the past.

○ ウェイン・ベル氏

排水処理施設をつくっています。これは連邦法で決

（ワシントン大学環境科学センター所長）

まったからということではないわけです。非常に特

私の方からも言いたいんですが、この湾の協定、

異な興味深いことだと思います。このチェサピーク

このプログラムで大切なこと、ニシダさんの方もおっ

湾の水質、そして文化的な背景を考えて、このよう

しゃいましたけれども、非常に自主的な項目だとい

な違いが、変化が起こっているわけです。そして、

うことです。強制的なものはそれほどありません。

その結果として、多額の何億ドルもかけて、自主的

これは連邦法とは違うわけです。ここには連邦法は

にこのプログラムを始めているわけです。

ありません。つまり、これをしなければいけないと

どうもありがとうございます。

いう法律ではなく、自主的な取り決めです。
○ デビッド・キャロル氏

その法律、例えば連邦府の中を見たとしても、例

（環境政策・研究管理事務所長）

えば窒素、リンの浄化についての規制を見ていくと、
完全な強制というのはそれほどありません。例えば

市民、ボランティアの参加ですけれども、ニシダ

窒素については、この管理規制項目には入っていな

さんがおっしゃったとおり、チェサピーク湾プログ

いぐらいです。メリーランド州、ペンシルバニア、

ラムでは、このマネージメントの団体で、チェサピー

こういったところでは、非常に多額のお金を使って、

ク湾連合というのがあります。これは自分たちでさ

特にリン、窒素もそうですけれども、リンを浄化し

まざまな活動をしていくわけです。例えば非常にま

ています。これは法律に、つまり連邦の法律に決まっ

じめな分析を中心としたジャーナルでグラフやデー

ていないのにもかかわらずに窒素を除去するための

タを発表しています。
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into a management structure. The citizen group
called the alliance for the Chesapeake Bay, which
we see is partial funding from the bay program
to help with itself own activities, notably the
publication of one of the finest pieces of the
literature around there, the Bay Journal, which
is a non nonsense analysis of the Chesapeake
Bay information , it's not afraid to put a few
graphs and some data table as well to get citiz‑

including the local governments, to clean up the
pollutant, nitrogen and phosphorus, especially
nitrogen, which there was no law requiring it to
be cleaned up. And in fact, the state of Maryland
and a number of local governments have now
committed probably a couple hundred Million US
dollars in building waste water treatment plants
to remove nitrogen without there being a federal
requirement. So we have a very unique situation
there, where, because of the importance of the
Chesapeake Bay as a water body and our cultural
background. Local governments, businesses and
the federal government are participating and
committing hundreds of millions of US dollars in
a voluntary program.

ens informed. There are other citizen groups
within the region, it's interesting that you don't
find Sierra Club in auto‑ban society and some
of the national NGOs has the Chesapeake Bay
and as you do some other programs that are
whole grown. They include the alliance, but they
also include a very large group called the
Chesapeake Bay foundation, which is a private
organization not funded by the bay program ,
but raises money for the bay restoration efforts
and environmental education programs and alike.

Mr. Carroll
Thank you . With regards to citizens and
volunteers to pick up initially on what Dr .
Nishida said, the Chesapeake Bay program has

りの情報が集まっています。

そして、そのほかの市民グループの活動としては、
シエラクラブなど、ＮＧＯの中には、国際的なもの

モニタリング事業は非常に長い視点に立ってプロ

もたくさんありますけれども、そういったものでは

グラムの情報を集めているものもありますが、そう

ありません。チェサピーク湾での活動は、非常に地

いったものを見ると、長期的にどういった変化があっ

域に根ざした活動からできたボランティアです。例

たかということがわかると思います。例えば大きな

えばチェサピーク基金で湾の自然を回復するための

ショッピングセンターが建ったことによって、河口

資金を集めたりしています。市民がどのような活動

の水質がどのように変化してきたかということを見

しているかということですが、例えばモニタリング

せてくれるわけです。ただ、ここで問題というのは、

の事業に参加している人たちもいれば、もっと独立

まずモニタリングで参加している人の多くは、何か

した活動をしている人たちもあります。また、メリー

問題があるのではないかという懐疑的な見方をする

ランド、デラウェア、さらにはペンシルバニアで活

人がいるということです。確かにそういった傾向も

動しているわけですけれども、それぞれが自分たち

ありますけれども、懐疑的な見方をすることだけが

のモニタリングステーションをつくっているわけで

正しいことではありませんので、余り度が過ぎると

す。そしてちゃんとチェサピーク湾の事業がうまく

問題です。また、やはりデータを使ってもらわなけ

いっているかということを、非常に効率よくサンプ

ればいけないと考えている人たちの中には、こう過

ルを集めて分析しています。これは非常によいこと

激な言動も少し目につきます。しかし、全体的に見

だと思います。事業の中には何年かたっているもの

れば、これらのデータ非常にすばらしいデータの財

もあります。例えば８０年代に始めた事業ではかな

産ですので、この活動はとても重要なことです。そ
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change, someone built a huge shopping center
just upstream of your monitoring station, you
might find increasing pollutants into the water,
maybe some other nutrients. But for the most
part of the scale and sensitivities that citizens
are using are, there's a frustration, I guess, its
two faults. One is, I think a lot of citizens got
involved in monitoring thinking that they are go‑

With regards to the citizens involved in the
voluntary monitoring, there are numbers of citiz‑
en monitoring programs , some of them are
maintained under the auspices of the Chesapeake
Bay program and coordinated though it, and
some of them are more independent. These were
now live in the peninsula, where Maryland and
Virginia are found. There are couple of river
monitoring groups that have set up independ‑
ent monitoring that has expanded on what the
Chesapeake Bay program is doing in the river
monitoring by taking more intensive samples.
The quality of these ranges from fair to good,
some interesting kinds of trends since these
programs are, in some case, several years old,
some cases dating back into the 1980s. They
produced a fair amount of information. Citizen
monitoring programs that are maintained over
the long whole, don't necessarily show you large
scale trends , unless there has been a severe

ing to find something out and they are able to
take collective action, not always the case. And
the second is that there is a continuing use of
data that are getting useful as anybody using
them , and this has become a data sharing ,
formatting and so on. This is been looked into,
but we hope to convene, perhaps this year, a
workshop to bring these monitoring programs
together to look at those issues and see how we
can continue to maintain this terrific resource of
volunteers who are interested and committed to
increase the water quality and basically asking

して、こういった活動こそがこの品質を高めている

長期的に活動していくためには非常に重要だと思い

んだと思います。また、こういった人たちの方でも、

ます。

私たちに対して何らかのアドバイスを求めてきたり
○ 司会（コメンテーター）

もします。

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

最後にまた、もう一つ、教育についてのプログラ
ムがやはり市民によってつくられているということ

フロアからの質問がでているようです。それとの

があります。この教育プログラムは、多くのほかの

関連で、先ほどニシダさんは、この２０００年の協

活動と並行して非常に活発に行われています。こう

定の最後にまとめとして４つの点を指摘されました。

いった人たちのほとんどはプロフェッショナルな科

１ つはホ ー リスティック ・ アプロー チ、 つまり

学者ではありませんし先生でないという場合もあり

「全体的に問題」を見ていくということで、これは

ます。例えば、本当に先生として、しっかりとこの

非常に大事なことであります。それから、科学に基

環境について教えようと思うと、資格をとらなけれ

づく理解、これをいかに改善していくか、あるいは

ばいけないわけですが、こういった資格を持ってい

取り入れていくかということと思います。それから、

ない人たちもたくさんいます。

３番目にはアクティブ・ダイアログ、つまり積極的

しかし、全体的に見るとこの地域として、いろい

な対話です。この種の問題解決をまとめていく上で

ろな人たちに情報を届けなければいけないという必

対話というのが中心にならなければならないと考え

要性は絶対にあるわけです。そして、そのことは、

ているとのことで、これはまさにそのとおりである

結果として長期的に見ると参加意識を高め、また、

と思われます。
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ences in terms of what the citizens understand,
and in the long term, I think that the depth of
the commitment will be able to sustain that
commitment.

for a kind of guidance they need. Finally and
again, this goes back to my continuing plea .
Both for environmental education programs and
a number of environmental education centers
around the Chesapeake Bay region for citizen
programs in general, and for a number of other
activities that involves volunteer work, many of
people who are involved in there things are not
professional scientist. Even in the case of teach‑
ers, that are working under environmental educa‑

Prof. Kumamoto
Thank you very much. Scientific knowledge,
the administrative policy, the other issue. They
are also given by some floor participants as
questions. Earlier, Dr. Nishida gave the summa‑
ry of 4 points at the end of her presentation.
Holistic approach was the first point, to take a
holistic view, which is very important. And the
scientific understanding, how to improve the
scientific understanding or how to implement this
aspect into our total activity. And the third is
the active dialogue, which is also very import‑

tion in Maryland requires that environmental
matters to be taught three times during the stud‑
ent's career in the public schools. Teachers are
not often trained in the ecology , and trained
under the kind of sophisticated kind of thing
that I presented. There really is a need for the
community on this information to reach out to
the concerned citizens and others and help bring
them up to understand the advances that are
available to them. It will make a lot of differ‑

ant in promoting such an activity , which is
understood, accepted by all of us. And No. 4

また、計画は広域で立てて、具体的にはそれぞれの

○ ウェイン・ベル氏

地域に適合したものを進めていくと、これが

（ワシントン大学環境科学センター所長）

２０００年の協定中の基本であるというふうに最後

それでは一般的な汚染物質について、それから栄

まとめられました。私も全くそのとおりだと思いま

養素についてお話します。この後者は赤潮で関係し

すし、きょうご出席の皆様方も大体同じようなお考

ておりますので、ニシダさんの方からお話がありま

えをお持ちだろうと思います。

したけれども、９３年からコミットメントをとって、

そこで、先にウェイン・ベルさんの方にお尋ねし

チェサピーク湾では栄養塩については、２５％減ら

て、その後、ジェーンさんにお尋ねしたいんですが、

そうということを考えております。これはまだ続い

チェサピーク湾の水質、あるいは生物に対する、あ

ております。非常に近いところまで来ています。恐

るいは水質の汚染、こういったものは、もう相当改

らく、この窒素はかなりうまくいってます。まだリ

善されたというふうにお考えなのか、先ほど非常に

ン等には問題がありますけれども、これもかなりう

いろんなデータを提示されましたけども、特に化学

まくいっております。

物質、環境ホルモンについてはどうでしょうかとい

こういった栄養素の負荷というのは、陸地からど

うのがあります。もう一つの質問は、チェサピーク

れぐらい入ってくるかということで、なかなか計算

湾内での赤潮の発生について、原因である窒素など

が難しいわけです。ですから、いろいろなことを考

の栄養塩の問題は解決されているのでしょうか。こ

えなければいけません。

の質問が２つありますので、まずウェイン・ベルさ

例えば、ある河川における、つまり流域における

んに、その点のお答えをいただけますでしょうか。

この濃度、また、そこでどれぐらいの量の農薬が使
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Dr. Bell
First with the pollutant in general and talk
about nutrients, because that will relate to the
red tide . You can do that one at least fairly
completely. As Dr. Nishida pointed out, we had
a commitment since 1983 to reduce the nutrients
loadings to the Chesapeake Bay by 40% over all,
and those goals will to be achieved by this year.
We are very close to those goals. For nitrogen,
the evidence indicates that we actually, probably
made it for firstly at close, not quite as close,
but we are doing quite well . You need to
understand that those are nutrients lords, which
are calculated and determined by what comes in
from the land. It's a difficult number to measure,
so we refer these lords for variety of things,
such as concentrations of nutrients in certain
streams, use of fertilizer by agriculture and we
estimate where they go and a variety of other
types of things including some moderates to

is to think regionally, act locally. So we have to
have the large picture, but we have to be very
specific, focusing on the different needs of the
each locality. I do agree with these four summa‑
ry points, and I think most of the participants
also share our view. So, first I would like to
have a question to Dr. Bell and then to Dr .
Nishida. The first question to Dr. Bell is about
the Chesapeake Bay water quality and the biological
conditions. Have you deducing there is much
improvement, especially endocrine destructive
chemicals and other chemical pollutants? What
do you think the current status is in the Chesapeake
Bay? Another is about your comment on the red
tide in the Chesapeake Bay.
Do you think already the problem of the nitrog‑
en has been solved as a source or the cause of
the red tide, Dr. Bell?

われているか、そしてそのほかのことを考慮して、

これはなかなか実際起こってしまうと難しいわけで

広範囲にデータを見て計算しなければいけないわけ

す。特に、ことしは流水が非常に多かったわけで、

です。この栄養素の濃度ということですが、湾流域

その結果として６週間ぐらい、非常に悪い状態が続

の人口については、皆さん驚かれるかと思いますが、

きました。メリーランド州からバージニア州にかけ

２５％増加して、既に６００万になっています。し

て、こういった状態が続いたわけです。

かし、この栄養塩濃度はずっと大体横ばいです。長

そして、マホガニータイドといったものがありま

期的に見ると、また年間のこういう違いを見てみる

して、これが実際続くかどうかということは注意深

と、大体横ばいでありまして、窒素にしても、リン

く見ていかなければいけません。皆さんの中には、

にしても同じことが言えます。これは非常にいいニュー

フェステリアという病気についてお話を聞いた方も

スです。しかし同時に、このプロセスを十分理解す

いらっしゃるかと思います。９７年にエメックス主

ることも必要です。というのも、このチェサピーク

催の発表会があったときにお話をしましたけれども、

湾は、生物や状況、政治的なシステムでなっている

かなりの毒素が、このピスカシラというこの病名に

ということですので、やはりこのバランスをどうやっ

かかり、たくさんの魚が死んでしまいました。この

て維持して、改善していくかということを考えてい

対策として、かなり多くのモニタリングプログラム

かなければいけないわけです。実際に、その藻が大

が始まることになりました。良い知らせとしては、

発生するということもあります。これが起こると、

その結果として、この同じ病気で死んだ魚は非常に

それは栄養塩がふえているということになるわけで

減ったということがあります。

す。

また一方で、赤潮ですけれども、これは大分減って
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er to get trends , but nitrogen looks like its
essential level and phosphorus that matter does,
too. That's both encouraging, but it's also we
need to understand the underline processes that
are going on here . If you believe that the
Chesapeake Bay as a steady system in which
nutrient supply is matched by its uptake by
organisms to grow , then you will expect
concentrations not to change dramatically, probab‑

ly really alarmed if they do go up a lot, because
that will indicate the balances has been upset.
As a result of that, then the question about
whether we had increased nutrient becomes a
very good question, because if we have, that
would imply that in fact nutrient supplies may
also been increasing. And there is a data, a little
bit difficult to tease out. This particular year
where we had a lot of runoff from the watershed,
we also had a massive mahogany tide in the
Chesapeake Bay, which lasted about 6 weeks,
in the middle section of the bay, at least in the
Maryland waters, unless I am less familiar with
the Virginia situation. And undoubtedly, that
the mahogany tide was sustained, in part, by
fairly large growth of nutrients coming in this
year from the watershed. Whether that trend
will continue, especially in years when we have
lower runoff, we have to have a look at. I think
a number of you are also familiar with, maybe

います。赤潮自体は減っています。８０年ぐらいか

の「沈黙の春」については多くの人が読まれている

ら私がやっているのですけれども、９７年からこの

と思いますけれども、どちらのケースも非常に重要

プログラムが、特に最近出ておりますけれども、そ

なことだとは考えています。チェサピーク湾につい

れほどひどい状況にはなっておりません。全体的な

ては、有害物質が非常に高いところもあります。特

目標としては、このチェサピーク湾がちゃんと生物

に堆積物の中にあるわけですけれども、これについ

が生きていけるようにしなければいけないというこ

てはホットスポット、ボルチモア、ノースバージニ

とですから、２５％の栄養塩を減らすということに

ア、そしてその他、ワシントンＤＣの近くの川など

よっても、やはり栄養塩だけではなく、酸素の量と

にこういった非常に問題のあるところが見られます。

いうことも見ていかなければいけません。酸素のと

チェサピーク湾よりもこういったところに多い訳で

ころはできてしまっている、そういった問題もある

す。そして、最終的な目標としては、やはり全く有

からです。この比率がどうなっているかということ

害物質のない湾を作り上げるということです。ただ、

を見ていかなければいけません。それは全体的に、

こういった有害物質は今から入ってこなくても、非

生息域に影響していくからです。環境ホルモンにつ

常に残留性が高いということがあります。例えば、

いて言えば、これは米国とその他の国との間の非常

食物連鎖の中から入ってくる、そういったことによっ

に大きな違い、興味深い違いだと思います。全体的

て最終的に環境ホルモンという、分泌を狂わせてし

に見ると、米国ではこの有害物質ということですけ

まうような有害物質が入ってくるということがある

れども、有害物質という意味では他の国ほど大きな

わけです。そしてそういった物質が入ってくると牡

騒ぎはありません｡例えばレイチェル・カールソン

蠣やその他の魚に悪影響を与え、そしてその結果と

estimate what those lords are. When you look
at the nutrient concentration in the Chesapeake
Bay, I think you will be impressed with the fact
that despite the fact we have had the growth in
the Chesapeake Bay population by about 25 %
since the bay agreement was signed, and now
to around 16 million I think, nonetheless, the
nutrient concentration in the Chesapeake Bay,
on the whole, remains fairly constant. If you
look at long term trend, there were some annual
and inter‑annual variations which make it hard‑
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working elsewhere since the 1980s is that the
large number of blooms and associated fish kills,
the one when we experienced in the late 1970s,
that led to the bay program , have largely
decreased to the point where its locally signific‑

heard of fisteria outbreak we had back around
the time of EMECS 1997. And which led Governor
Glenndening closing some rivers due to the pres‑
ence of, small numbers, because this is not an
abundant organism, of small numbers of toxic
organic called fisteria and its relatives. There
has been a major research and monitoring programs
initiated as a result of that. And the good news
is that we have seen very little fish kills that
can be attributed to this organism since then,
or we have better tools for detecting it. It's an
organism that is present naturally in small numb‑

ant. There are some other ramifications I guess
I have to point out about nutrient lording, the
overall goals of the bay program is really related
to restoring the Chesapeake Bay as a living
habitat, and even the 40 % nutrient lords will
impose the regionally to eliminate the zero oxyg‑
en water, in the deep water of the Chesapeake
Bay system. As we learned more, in fact you
saw some of the data today, some of that is at
least natural. And what we are really beginning
to ask now is that can we reduce the extent of
that kind of low oxygen water and its duration,
and therefore restore effective habitat.

ers all the time.And so at least, at the moment,
outbreaks of that particular, what will call a red
tide, the particular organism seems to be rare,
if not existent, and we are still left in the posi‑
tion we can bring the mcoming back. We don't
have in the Chesapeake region, large fish killing
red tides for the most part, and the evidence,
since I have come back to the bay region from

して免疫性が弱ってしまいます。するとこういった

ポイントの中で考えていかなければならないのです

生物が、周りにある環境にある有害物質に対して免

が、ある政策を進める結果として、ほかの方にマイ

疫が弱ってしまうという問題があるわけです。その

ナスの要素になるというふうなことがしばしばあり

他の外国では非常に感心が強まっているかと思いま

ます。日本では河川、あるいは海の汚染を防止する

す。特に川などから入ってくる水、こういった有害

一つの有力な方法は、下水道のシステムを発達させ

物質について長期的、短期的なことを考えてゆかな

るということです。これによって多くの河川の水が

ければなりません。これは特にどれぐらい魚を食べ

非常によくなって、魚が戻ってきたと、こういうふ

ている国民性かということについても関係あると思

うに言われます。特に、日本の河川ではサケが戻っ

います。これは食物連鎖に関係あるからです。です

てきました。これは下水の改善ということによって

から皆さんが非常に感心があるというのはよく分か

戻ったと理解されるのであります。しかし、この場

りますし、皆さんの方からも多くのことを学んだと

合、この下水処理に殺菌のためにさまざまな薬品が

思います。

使われるというふうに思います。同じような問題が
チェサピークでもあるのではないだろうかと。した

○ 司会（コメンテーター）

がって、その結果として、下水道の整備によって、

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

逆にチェサピーク湾内の漁業資源にマイナスの影響
というのが出ていないのかどうかという質問であり

非常に内容のある話をありがとうございました。

ます。ジェーン・ニシダさんがよろしいのか、デビッ
ニシダさんの方にお尋ねしますが、先ほど４つの

ド・キャロルさんがよろしいのか、ウェイン・ベル
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Prof. Kumamoto
Thank you very much for your informative
speech. Thank you. I'd like to ask you, Dr.
Nishida. You've raised 4 points, of course we
have to consider all these points. If you implem‑

good sewerage system , don't you have any
negative effect to the fishery? May I ask you to
Dr. Nishida or to Dr. Bell of Dr. Carroll, anyone?

ent 1 policy, you might see some kind of minus
or negative effect to other policies in Japan. In
Japan, we have to develop more sewerage system,
with this development, of course we are having
clearer water into river. It is said so. Particular‑
ly in Japanese rivers that lot of salmons are
coming back to the river because we have
implemented very big policy to change and clear
the water of the river using that very good
sewerage system . In this case, of course we
use various kinds of drugs and medicines to treat
the water. I think you might have the similar
problem in the Chesapeake Bay. Because we
have a very good sewerage system, but from
the other point of view, if you set up a very

Dr. Nishida
Treatment plant, that is something that we
have sort of priority emphasis in the Chesapeake
Bay.
And as Dr. Bell was referring to, that in terms
of because of the our meeting the 40% nutrient
reduction goal, a large part of that is because
of the requirements that we have put on our
wastewater treatment plants. I mentioned one
program in my presentation and that is the
biological nitrogen removal system, which is a
system we impose on our larger wastewater
treatment plants . And of the 66 wastewater
treatment plants in Maryland, about 64 of those
treatment plants have either installed this new

氏がよろしいのか、どなたでも結構です。

設備というものがきちんと設備されるようにすると
いうことです。従って、それぞれの州政府や連邦政

○ ジェーン・ニシダ氏

府から、こういう資金を取りまして、できるだけそ

（メリーランド州環境省長官）

のような新しい下水設備を取り入れるということで

この下水の処理に関しましては、非常に私たちは

す。環境の数値をあわせるためにということを考え

力点を置いておりまして、特にそのチェサピーク湾

ております。漁業につきましては、例えば日本でサ

では力点を置いているものであります。ベル先生の

ケが戻ってきたとおっしゃいましたけども、そのよ

方から４０％栄養塩を減らすという紹介がありまし

うな大きな成果は私たちの国では得られていません。

たけども、この下水処理ということに関しても、私

フィステリアという病気が何年か前に発生しまし
たけれども、やはりこれも下水処理の方から起こっ

たちは政策を持っております。
私のプレゼンテーションで、この生物的な窒素の

た病気でありました。また、それだけではなくて、

除去に関して、６６の下水施設がメリーランドにあ

農業のランリョクです。流水からもそういう病気が

りますけれども、このうち６４が新技術を使うなり、

起こったということでありました。もちろん、川に

あるいは、新しい設備をつくろうということを確約

対しまして、窒素が非常に多くなったことで魚が死

しております。私たちはこの目標を達成するために、

んだということもございました。メリーランドでは、

もちろんその州からの資金を調達しなければなりま

もちろん汚水処理に関しましても、それから私たち

せん。そのために資金調達の大きなプログラムがあ

人間だけではなくて、動物から汚物処理ということ

ります。このような技術を使って、新しい下水処理

に関しても、新しい設備を使っていこうと考えてお
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technology or have committed to installing it.
What that has meant is that in order to meet
that goal, they have required funding from the
state. So we have very large funding program
where we assist the local governments in being
able to install this technology, because we know
many local governments are not able, even though
they have a desire to meet the environmental
standards, physically can not meet it. So with
the help of state government funds as well as
assistance we get from the federal government,
form appropriations we get from the congress,
we had these programs into place. I'd like to
just talk a little bit in terms of the impact in
terms of fisheries. We haven't necessarily seen
a large impact as you have in Japan with
regards to salmon fishery, again because we have
invested so much of it. What we found in disease
fisteria several years ago, that it wasn't from
the wastewater treatment plants but rather it

was from the nutrient form agricultural runoff.
It was the waste that we get from the animal
productions, that is contributing to the nitrogen
lording into our rivers which are killing our fish.
So what we tried in Maryland is to say, yes,
we have to continue to look at wastewater treatm‑

ります。

しかし、時期が過ぎると、やはり戻ってくるという、

ent facilities and human sewerage, but we also
have to look at animal sewerage and other sources
of nutrient.
Prof. Kumamoto
Well, in the audience, is there anybody who
can explain about this sewerage implementation
or sewerage improvement in Japan? Mr. Kumazawa
raised this question. What is actually happening
in Japan? Your question was, in Japan we are
treating the wastewater at the downstream. So
sometimes because we try to treat those water,
sometimes we have an adversarial effect to the
fishery or the water . And in Maryland , Dr.

生物がいなくなるけれども、やはりあと回復すると
○司会（コメンテーター）

いうようなお話を聞きましたけれども。影響はやは

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

りあるようですが、殺菌作用によって海水の魚たち

ご説明いただきました下水道の整備と漁業支援へ

の影響はあるようなことをおっしゃってましたけれ
ども。

の影響というふうな点について、ご質問されました
方はいらっしゃいますか。

○司会（コメンテーター）

もしできれば、この点について、日本ではどうな

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

のか、ご存じの範囲でちょっとご説明いただけます

大雨のときに、処理が十分できなくて、処理されな

か。

いのが海へ流れていっていると、そういう意味じゃ
○質問者

ないのでしょう。

私は、東京湾の汽水域の件で、この間、少し聞い
○質問者

たのでございますが、やはり非常に大量に雨が降り
ますと一度に流れ込んできますので、下流で下水処

いえいえ、その処理をうんとしなけりゃいけない

理をやっておりますから、だから大量な殺菌をしな

から、殺菌の量をふやすと言っておりました。その

けりゃいけないということで、東京湾の汽水域のあ

ための影響が非常に出ているということで、でも後

たりには非常にその影響があると言っておりました。

で回復するというようなお話でございます。
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Nishida just mentioned that they are implement‑
ing and introducing various kinds of new type
of technologies. I have just heard about the mix‑
ing water area at Tokyo Bay. In this blackish
water or the region, because when we have a
lot of rain, we have a lot of water into the bay.
Because we are treating the wastewater at the
downstream, in order to clear the water, we
have to have a very big amount of chemical. So
I heard that around the blackish water area in
Tokyo Bay, they have an adversarial effect. As
time goes by, we can see no more organisms
but as time goes on, again those kinds of organ‑

so that's why we are having the negative effect
on to the bay. But the situation would recover
as time goes on. Dr. Okaichi, would you tell us
something about this issue? About the treatment
of sewerage, and because of those sewerage
treatments, sometimes we might face adversarial
effect on to the biological world. Do you have
any thing to say?

Person in the floor
You mean when we have a lot of rain, we
have to have a very big amount of chemicals,

Prof‑E. Okaichi
In Japan, the biggest problem relating to the
sewerage system is not in the metropolitan area
but in the local area or rural area's sewerage
syste m . That's the proble m . T hat m eans
agricultural area , the point source pollution ,
which is located here and there in agricultural
area. Looking at this sewerage system in Osaka
prefecture or Hyogo prefecture, they have already
implemented almost 100 % sewerage system .
However in Okayama prefecture, Hiroshima and

○司会（コメンテーター）

ところが、そのほかの府県、これは岡山、広島、香

isms would come back to the bay. There are
some dversarial effects to fishery or maybe the
fish.

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

川等を含めまして、下水処理の程度というのは、恐

この点、岡市先生何かお教えいただけますでしょう

らく３０％ぐらい、あるいは場合によれば２０％ぐ

か、今のこの問題について、下水場の処理、その結

らいと、非常に下水の処理能力が落ちているわけで

果、逆に海の自然等にマイナスの影響が出てこない

す。今の方が、要するに大量に雨が降ったときに、

だろうかと、こういうあたりが今のご質問の内容で

下水処理場の処理能力が間に合わなくて流したとい

したけども、先生のお立場ではいかがでございます

う事実は実は全くないとは言えないのです。ただ、

か。

そのときにどういう薬品を混ぜているのか、そうい
うことは、実は、申しわけないのですが、それは余

○岡市 友利（香川大学名誉教授）

りよく承知してないわけです。しかしいずれにして
も、日本とか瀬戸内海の現在の大きな問題というの

今、日本の下水処理で一番問題になっているのは、
むしろ大都市の下水よりも、むしろ何というか、ロー

は、そういうふうな非常に点在している集落におけ

カルな方、ニューラルな地域の、つまり農村部、そ

る排水をどのように処理していくか、それが河川を、

の他に点在している点源汚染がむしろ問題なわけで

小さな河川を汚染しているということだというふう

す。

に思っております。それから、今のような薬品をど

例えば、何か沿岸での下水処理場の整備状況を見ま

のようにするのか、いろんな薬品が海の中に流れて

すと 、大阪 とか 、兵庫 というようなところは 大方

おりますけれども、全体としては生物への大きな影

１００％近い下水処理場が完備されているんです。

響は私は現在認めていないという、立場というより
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Kagawa prefectures, the sewerage treatment
system has not yet been achieved 100% of course,
there are about 30 or less than 30, 20% sometimes.
The sewerage system is very bad in those areas.
So when we have a very big amount of rain,
the capacity of the treatment of the sewerage
cannot really meet that. Well, I cannot say that
there is not at all this problem but what kind
of treatment we do? I don't know much about
that. In any case, around the Seto Inland Sea
in Japan, those agricultural areas here and there
locating that, how we can treat those sewerages
in those rural areas? How to treat the water in
tributaries? What kind of medicines or drugs we
should use for the treatment? Some part of those
drugs and medicines we use for treatment has
been flown into the sea. But as a whole, we
cannot or we do not find a very big adversarial
effect to the biological world in the sea so far.

Prof. Kumamoto
In relation to the sewerage system, is there
anybody in the floor, in the audience, who can
give us information about that? Could you give
us your identification please?

も、そういう考えでいきたいということ。ただ、今

影響がないんじゃないかというお考え、ここんとこ

後はまた十分気をつけてもらわないと困ります。

ろは私の考えといいますか、受けとめ方と反してお

Person in the floor
I'm from Imabari City, which locates on the
part the Seto Inland Sea. My name is Shiraishi.
The fact I know is, it's a bit against mentioned
by Dr. Okaichi. In rural cities, in smaller cities,
the sewerage system treatments are not really
the administrator. But from the citizen point of
view, I think it's a very bad situation I can say.
You might think that administrators know that
some part of cases, the drug or the medicine
would go into the sea, and it might not have a
very bad effect to the sea. However I would like
to against your opinion. In some places, we
can find fish we cannot eat fish because of those

りまして、幾つものところで、もう既にその場所の
○司会（コメンテーター）

魚が食べられないと思われます。ただ、それが小さ

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

いところで起きますから、大きな声になっていない

ありがとうございました。

と。ただ、もうあそこの魚は食べてはいけないとい

フロアの方から、この点について下水道の処理と

うところは、例えば広島湾のカキとか、そういう大

の関連で情報提供していただける方いらっしゃいま

学の研究機関とか、あるいは県レベル、国レベルの

すでしょうか。

目が届いていないところで、そういうケースが私ら
の周囲には事実ありまして、それに私ら残念に思い、

○質問者

大変危惧しておるのでございます。

私、瀬戸内海の今治というところから来ました。
○司会（コメンテーター）

今の両先生のお話に大変事実として申し上げます
と、先生のお考えに反するかもわからないのですが、

熊 本 信 夫 （北海学園大学長）

この小都市の下水処理の状況は、私は行政サイドで

ちょっと質問させていただきますが、それは下水

はございませんが、市民から見ても極めて悪いと考

道が完備していて、そういう現象になっているので

えられます。しかもそれを行政サイドが承知してい

すか。

るのかなと思われる場合もあるとも考えられます。
それが海に流れ込んでおりまして、漁業に、魚類に
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the citizen point of view, that in the local region,
I can say there is an adversarial effect in the
sea because of the imperfect sewerage system.

sewerage system treatment. The oyster in the
Hiroshima Bay or those places where actually
administrators do not know, all those kinds of
adversarial effects are going on.We are really
worrying about that. May I ask you?

Prof. Kummamoto
I think I have already mentioned all the ques‑
tions given by the floor participants preciously
except maybe one, but is there any other ques‑
tions from other people? If not, then I would like
to give this last question to Dr. David Carroll,
because he earlier said he got only easy question.
So now I would like to give him a little bit heavi‑

Prof. Kumamoto
Well, let me say, because you have a very
good sewerage system that's why you..... What
was mentioned by Dr. Okaichi was that there is
really the problem where you don't have the
perfect sewerage system. The cities where they
have very a good sewerage system, they don't
have any problem. Dr. Okaichi just mentioned
that in those small cities where there is not a
perfect sewerage system....
Person in the floor
Well, Dr. Okaichi mentioned that he might
not see any problem at all, but actually from

er question to him to conclude the session.
That is about the budget for the environmental
restoration. The basic idea of the question is, I
suppose maybe to focus on the state or the
Chesapeake Bay area. But whatever the data
you might have, or maybe this question should
given to Dr. Nishida, But any how, if you have

○質問者

○質問者
そういう意味ではもうおっしゃるとおりでござい

いやいや下水もないですね。

ますね。
○司会（コメンテーター）
○司会（コメンテーター）

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

それで、いやそこで、岡市先生のお答えは、むし
ろそういうところにこそ問題があるとおっしゃって

ほかの方は逆に問題があるというふうにおっしゃっ

おられたのです。

たのです。岡市先生のご意見はそういう趣旨でござ
います。

○質問者
○質問者

そういう意味では賛成でございます。

そういう意味では全く賛成でございまして、そう
○司会（コメンテーター）

いうものが流れ出しておるので、魚類に影響がない

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

とは言えないと思います。

そうです。岡市先生のご意見は、きちっと整備さ
○司会（コメンテーター）

れているところは今後問題ないけれどもということ

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

ですが。・・・

逆にむしろ影響があるというふうに岡市先生はおっ
しゃってます。
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any figure, what will be the annual budget sp‑
ent on the restoration of the environment? And
also what will be the monetary effect coming as
a result? If you have calculated , maybe you
could share the information with us. It's simple,
but maybe hard question.
Mr. Carroll
Actually, because one of the things we discovered
fairly early on and we are talking about wastewat‑
er treatment plants here. However it's, as Dr.
Nishida pointed out, many of our sources are
what we call "non‑ point source", that is runoff
from rain. And that has several affects.
One is in your wastewater is a tremendous
amount of overflow and a leakage into that system
which forces that out into our steams and rivers.
This is a problem we are facing, but trying to
improve the infrastructure, the pipe systems.
The second big issue is , in fact , the runoff

comes during the storms from city streets or
suburban streets and in places like Baltimore
Harbor, a new port news are developed areas,
a large percentage of the pollution lording is
caused not by waste water treatment plants
necessarily but by the runoff from rain. And
the issue there is because they will need to face
is that because there are so many stormed rains
and outlets reaching our rivers and bays, how
do we treat every one of those? And no one
has an answer yet. Do we build a waste water
treatment plant at every single storm out fall?
I think you know what the answer for that is.
So we are going to develop new techniques to
stop or reduce pollution loadings come from our
developed areas, our rural areas but especially
the suburban area. In Maryland, for example,
there are about 6 million acres in the state of
Mary land. And a million of those acres are in
developed lands. And while most of that or large

○質問者

１つ、重い質問をさせていただいてというふうに思っ
ております。これは環境修復にどれぐらい予算をか

大変小さいところでいろいろ起きているというよ

けるかということで、恐らくこの質問の趣旨は、州

うに感じております。

というか、あるいはチェサピーク全体というかによ
○司会（コメンテーター）

るかと思いますが、その点、ご存じの範囲で結構で

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

すが、１年間にどれぐらいの予算を盛り込んでいる

岡市先生のご意見はそういうご意見です。地方の

のか、あるいは、これはジェーン・ニシダさんの方

そういうところで問題があると、こうおっしゃって

がよろしいのかもしれませんが、
それから、
その費用

おられる。

をかけた結果、どういう効果が生じているのか、そ
の辺どういうふうな評価がなされているかどうかな

○質問者

ど含めて、費用と効果の部分についてお答えいただ
ければありがたい。質問は簡単ですけども、答えは

それは全く私の受けとめ方がちょっと間違ってお

大変厳しいかもしれません、どうぞひとつよろしく。

りましたのかもわかりませんが、そういう実態でご
ざいます。

○デビッド・キャロル氏
○司会（コメンテーター）

（環境政策・研究管理事務所長）

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

そうしましたら、前の質問にちょっと返りたいの

最後に、デビッド・キャロルさんに、先ほど私の

ですけれども、というのも私たちが理解したことと

質問は非常に軽いと言ってくださったんで、最後に

して、先ほど排水処理について話をしていたかと思
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ly 18 million US dollars. Now the states respond
to that by making their own funding commitm‑
ents, which we refer to as "the federal money
leveragence", or inspire the states to spend more
money. And it has been estimated, it's very
rough, that from the 80 million dollars, federal
money, it leverages each year somewhere betwe‑

en 45 and 70 million dollars of state money .
And if you add on top of that, and this is a
figure where it becomes more difficult is, how
much do local governments, smaller governments
spent . And that is a number that we really
don't have a handle on it. So within the bay
region, there is somewhere between 60 and 100
million dollars a year that is spent on program
management, fishery management, infrastructure
that is waste water treatment plants, operations,
programs for agencies and etc..
That's the total budget figure.But those come
from many different sources. You will not find
anywhere and anyone's budget which says 60
to 80 million dollars, 100 million dollars. But
there is 80 million dollars approximately each
year from the federal government to run the
bay program. There are, I think, both Wayne
Bell and Jane Nishida mentioned earlier , also
many federal agencies who are now formal particip‑

います。ニシダさんからお話がありましたとおり、

こと、これについては、残念ながらまだ答えがあり

多くの汚染源としては、非点源なわけです。つまり、

ません。つまり、すべてのこういった雨水に対する

例えば流水や広範囲なところから来ている汚染源で

処理場をつくるのかというと、やはりこれはかなり

あります。ですので、このパイプのような形で、こ

難しいと言わざるを得ません。こういった都市から

の排出処理がされていた場合、かなりの大雨が降っ

流れ込んでくる雨水や、そのほかの排水の処理を考

たときにはオーバーフローということが起こってし

えていかなければいけないわけです。メリーランド

まいます。それの結果として、全体的な流域で、や

州などでは６００万エーカ、こういった非常に広い

はりこの汚水が川に流れ込んでしまうということが

都市を有しております。ほとんど排水処理がカバー

あるわけです。

しているところです。しかし、それでも非点源から

ですので、インフラをしっかりしていくということ

来るような、こういった汚染源については、なかな

が急務であると考えています。

か処理しきれておりません。これが非常に大きな挑

percentage of that is served by waste water
treatment plants, certainly the runoff, the non
point source runoff is not treated. Yet it just
likes a water treatment plant right into our
streams. So we have a big challenge ahead of
us and that is now how do we start to control
runoff from developed areas. We'll talk about
budget. And budget is a so much tricky thing
to pen down, but I'll give you some numbers.
As mentioned, the federal government through
Environmental Protection Agency funds or pours
the Chesapeake Bay program through a federal
appropriation each year, and that is approximate‑

戦であると考えています。これについては、今ちょ

また、もう一つ大きな問題としては、この流水が

うど着手しかかっているところにあります。

町、そして都会の都市の方からやってくるというこ

予算は難しいことだと思うのですが、少し数字を

と、例えばボルチモア湾や、またニューポート、こ

お出しできるかと思います。

ういったところから入ってきます。すると、ほとん
ど多くの汚染、汚濁物が雨からの、雨水の流水であ

例えば、この環境保護庁といったような米国の政

ります。これは非常に重要な問題になっています。

府、こういったところが毎年政府の予算を組んでい

これがどんどん川に流れ込んでしまうと。すると、

ます。これについては1,８００万ドルでありました。

これをどうやって対処していったらいいのかという

それに対して州の方ですが、州の方でも資金を供出
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tion to respond to is what benefits have been
gained. Everyone tries, I think everyone's natural
response is to say, well, if I have to go to my
state legislature or my congress or my business
community , I want to say , we are going to
spend 40 million dollars a year and we are going
to get 60 million dollars of benefits . W ell ,
unfortunately it's very difficult to do that in the
environmental programs and many people who
are working on that. My theory is that we need
more information on that. If you try to do a

strict cost benefit analysis , the environment
almost always lose. And because there are many
benefits that simply are not tangible benefits. In
Maryland, our recreational boating industry repres‑
ents between 7 hundred and 50 million and a
billion dollars of business every single year .
Well, someone would have to say if we just let
the bay get polluted and turned into solid
mahogany tide from May until September, what
will happen to the recreational boating? Who
would want to take go sailing in a bay, which
is full of red tide and dead fish? Probably not
very many people, but it's very hard to put a
value on that or to know when that will happen.
So it's very difficult, but I think you can look
at most regions, most coastal bays and seas that
you can at least identify the categories of areas
where there will be significant economic loss if
you do not pursue and make the investment in
your environmental restoration program . So

しなければいけません。これは連邦の予算を使って

保護庁に対して、調印をして、さまざまなプログラ

プログラムしていくわけですが、これが1,８００万

ムに参加しています。そして、そのほかの機関とし

ドルを受けて、それをうまく使って、最終的にはこ

ては６００万から1,５００万ぐらいが、そのほかの、

の州としては4,５００万から7,０００万の予算をつ

例えば建設省のようなところから来ます。

ants, who actually signed a federal agreement
with EPA , and so there is probably at the
federal side, another 6 to 50 million dollars that
come from other agencies.
Our Fisheries Agency , core engineer, which
is largely construction agency, and that comes
from a variety of sources. There are about 26
to 28 other federal agencies that participate in
the bay program. Now the really difficult ques‑

くるということです。ただ、これは小さな政府にな

全体では２６から２８ぐらいの、こういったさま

るとなかなか大変だと思います。これはメリーラン

ざまな機関が参加していると思います。さまざまな

ド州のような大きな州政府ではこれぐらいの予算を

金額を供出しています。
しかし難しい点としては、どういったメリットが、

使うということですが、小さい州になると少しわか
りません。この州全体で恐らく、この漁獲などにつ

金額的な効果があったかということです。これは自

いては6,０００万から１億ドルぐらいを使うのでは

然に答えとして出てくるのは、例えば議会に行った

ないかと思います。これはさまざまな機関が集まっ

とき、もしくはビジネスのコミュニティに行ったと

ていろいろな漁獲高や魚の資源、そういったことを

きに、普通、私たちが4,０００万ドルぐらい使って、

確保していくということですけれども、これはいろ

6,０００万ドルぐらいの金額効果があったというこ

いろなところから入ってくるお金です。恐らく全体

とができるかもしれません。しかし、環境プログラ

的に6,０００から１億ぐらいではないかと思うんで

ムの場合は非常に難しくなります。なかなかそうは

すが、大体毎年政府、連邦政府から来るのは

いきません。私個人の考え方としては、このような

1,８００万ドル、湾プログラムに対してはこの金額

計算をするには情報が少な過ぎるということです。

です。ベル先生、ニシダ先生の方から話がありまし

例えばコスト、そしてコスト効率の考え方をすると、

たが、連邦機関の方でもさまざまな形で、この環境

なかなか難しい。そして、余り狭義に考え過ぎると、
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maybe I thought of answer that question.

or industrial zone. And also as for the political
jurisdiction, as for the Chesapeake Bay, there
are altogether 6 judiciaries and the similar things
is true for Seto Inland Sea. But the system is
different between Japan and the United States.
Japan has a quite clear relationship between the
central government and the local governments,
while the state governments are pretty strong
in the US. So there are similarities and differ‑

Prof. Kumamoto
You might have some more questions , but
now I would like to review what we have
discussed so far. We talked about many issues
about the Chesapeake Bay, and this Chesapeake
Bay share many common features with the Seto
Island Sea. I think this does require my explana‑
tion. Both are enclosed coastal areas and it has
inflows of the rivers and the water doesn't go
out to the outer ocean . As for the marine
resources, both the Chesapeake Bay and the
Seto Inland Sea are very similar. As said by
Dr. Bell, the fishery is a great natural resources,
also found in the Seto Inland Sea. And also
there are a lot of utilizations as the agricultural
purposes although there is not much discussion
today . And also it has the functions of the
habitats for the people and also industrial land

ences between the Chesapeake Bay and the Seto
Inland Sea. But all in all or maybe because of
this, how to utilize scientific data and how to
involve the citizens groups and the private
sectors in the promotion activities promoted by
the administrative bodies or the national governm‑

環境にお金をかけてもむだだという考えに行き着い

○司会（コメンテーター）

ent, there are some common issues that we all
have to think about together.
Today's seminar was the wonderful seminar,
and to commemorate the new beginnings of the
EMECS after incorporation, and I would like to

てしまうかもしれません。これは非常に気をつけな

熊 本 信 夫（北海学園大学長）

ければいけません。有形効果がないからやめてしま

ちょっと振り返って考えてみますと、きょうはい
ろいろとお話がありましたチェサピーク湾のあたり

うというのではだめです。
メリーランド州では、
ボート、
こ
例えば、
船舶です。

と、瀬戸内海と非常に共通する面があるわけであり

ういったところではマホガニータイド、こういった

ます。これは皆様方、私の方から説明するまでもな

ことを見て、９月までにプログラムを考えています。

いと思いますけれども、いずれも閉鎖地域でありま

例えば赤潮が出て、そしてまた魚が死んでしまう

して、河川の水が流入して、それが外洋に出て行く

と、このボートを楽しみに来る人たちはいなくなっ

というのには、なかなか困難なところがあるという

てしまいます。もしもこんなことになれば、どういっ

点で共通点がありました。

た金額的なロスがあるかということは、なかなか算

それから、資源の海といいますか、資源という点

出はできません。こういったこともしかしコスト、

ではチェサピーク湾、それから瀬戸内海非常に共通

そして効果を考えるときには考えていかなければい

しております。第１に、もちろんきょうのテーマで

けないわけです。ですから、それぞれの知識でカテ

もありますが、ウェイン・ベルさんの説明の中心で

ゴリーをまずつくらなければいけないと思います。

ありました漁業資源の問題、瀬戸内海についてはも

どういったところで、何かこういった問題があれば

ちろん言うまでもありませんが、そのほか、きょう

大きな経済的なロスが出る。環境的な行動をとらな

は格別出ませんでしたけれども、農地として活用さ

ければ、こういったことがロスになるということを、

れている、このあたりも同様でありますが、それか

まずカテゴリーしなければいけないと思います。

ら、生産の危機、人々が住む場所というふうなこと
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take this opportunity to appreciate 3 speakers,
who are great friends of mine to spent long
hours with us. And I appreciate you participants
as well. And to conclude, I would like to give
them a big hand. Thank you very much.

もありますし、そのほか多くの工場等々に、いずれ

同様に考えていくことができる部分であろうかと思

にいたしましても物理的に非常に共通点があります。

います。

これに加えて、行政の区画が先ほど４つの状態、

きょうのセミナーは、国際エメックスセンターが

６つの区域、チェサピーク湾ありました。その上流

財団法人としてスタートするにふさわしい内容のも

の州などを含めますと６つほどの州にありますし、

のだったかと思います。

瀬戸内海の場合もありますか、県、そのほか市が関
与すると。それに加えて、米国の場合、連邦と州の
関係がありますし、日本の場合は中央政府と自治体
との関係があると。いろんな点で共通点がありまし
て、そこで起きている現象に対する取り組み方とい
う点も、そういう意味では、相当共通する部分があ
るというふうに理解されるわけであります。
それだけに、きょういろいろとご報告がありまし
た、科学的なデータをいかに活用するか、それから
行政の意思決定の上に、市民、企業、あるいはその
ほかの諸団体がいかに参加していくか、こういうこ
とによってデータを集約して、これをいかに具体的
な政策論に反映させていくかという点は、私たちも
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