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ワシントン州における沿岸域統合管理 

～エメックス国際セミナー（2019.2.21、神戸）のための参考資料～ 

 

１ ワシントン州の概要 

兵庫県の姉妹州（1963年提携）であるワシントン州は、標高 4,329mのレーニア山や、レインフォーレ

スト（雨林）、海岸線等で世界自然遺産に指定されているオリンピック国立公園を有するとともに、オル

カ（シャチ）が生息するピュージェット湾を抱えるなど、自然豊かな地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

同州の人口は、増加し続けている。1988 年に 462 万人であったが 30 年後の 2018 年に 743 万人（1.6

倍）となっており、今後も増加しつづけると見込まれている。人口増加の要因は自然増もあるが、他州か

らの転入が多く、その理由はマイクロソフト、スターバックス、アマゾン、コストコなどの成長企業によ

る経済成長と魅力的な自然環境であると考えられている。そして人口増加に伴う様々な課題に対して、

同州は 1990年に「成長管理法（Growth Management Act）」を制定し、人口の都市部への集中（スプロー

ル化の抑制）、住宅の確保、環境保護、水際線管理などの目標が定められ、施策が展開されている。 

 同州の環境行政を推進する組織には、大気・気候、水・水際線、廃棄物・有害物質を所管するエコロジ

ー部（Department of Ecology）、魚・野生生物・生態系の保全を所管する魚類野生動物部（Department of 

Fish and Wildlife）、森林・水源を所管する自然資源部（Department of Natural Resources）、ピュージ

ェット湾及びその流域を総合的に所管するピュージェット・サウンド・パートナーシップ(Puget Sound 

Partnership)などがある。 

 また、環境系の研究機関には、州立ワシントン大学（シアトル）などの大学をはじめ、米国海洋大気庁

の西地区センター (National Oceanic and Atmospheric Agency: NOAAの Western Regional Center)や

米国エネルギー省の太平洋北西部研究所 (Department of Energy: DOEの Pacific Northwest National 

ワシントン州地形図 ワシントン州・州旗 ワシントン州位置図 

レーニア山 

          ↑ オルカと調査船 

←レインフォーレスト（雨林） 

出典： Wikipedia 
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Laboratory)がある。ちなみに、米国海洋大気庁は、気象情報の提供をはじめ、大気・海洋の研究、漁業

など、海に関する総合的な業務を担っている。  

 ワシントン州はカナダのブリティッシュコロンビア州と隣接しており、閉

鎖性海域であるピュージェット湾海域はカナダのジョージア海峡と接し、中

央部分に境界線が引かれたファンデフカ海峡を経て太平洋につながってい

る。そして、これらの水域の海はセイリッシュ海（Salish Sea）と呼ばれて

いる。このため、この海域の環境保全に関しては、米国側とカナダ側で協定

が結ばれているほか、科学的知見を共有するため、セイリッシュ海生態系会

議（Salish Sea Ecosystem Conference）が２年ごと、シアトルとバンクー

バーで交互開催されている。直近の会議は 2018 年 4 月にシアトルで開催さ

れた。次回は 2020年 4月、バンクーバーで開催予定である。 

 

２ ワシントン州の沿岸域管理 

 米国における沿岸域管理の基本制度は、1972 年に制定さ

れた連邦法である沿岸域管理法（Coastal Zone Management 

Act）である。同法は州が取り組む「沿岸域管理プログラム」

を支援している。このプログラムは、連邦政府（所管：米国

海洋大気庁）が掲げる沿岸域資源の保護・復元・適切な開発

に関する目標に対する州政府の自主的な取り組みであり、

州政府と連邦政府の連携事業となっている。 

 補助金を得てこのプログラムを実施するには州政府が連

邦政府に提案を行って、連邦政府の承認を得る必要がある。

現在、沿岸域に面する全米のほとんどの州・準州が沿岸域

管理プログラムを実施しているが、ワシントン州は 1976 年

に最初に承認を得た州である。 

 「沿岸域」の範囲は海域と陸域で、図にあるように郡単位

で定められている。ワシントン州の中央部を南北に走るカス

ケード山脈より西側にあるピュージェット湾及び太平洋岸

に面した郡（カウンティ）自治体が範囲となっている。 

 沿岸域管理プログラムの事業分野は、湿地、沿岸域災害、パブリックアクセス、海ゴミ、累積影響、特

別地域管理計画、海洋資源、エネルギー、水産養殖の９分野が規定され、各分野に連邦政府の目標が定め

られている、例えば、湿地に関する目標は「現存する湿地の保護・復元・向上または新しい湿地の創造」

である。州政府は５年ごとに、実施した施策評価と今後の戦略をとりまとめ、連邦政府の承認を得る、と

いう仕組みになっている。 

 ワシントン州は、連邦政府の沿岸域管理法に基づくプログラムを展開するうえで基礎となる取組みを

実施している。1971年制定の水際線管理法（Shoreline Management Act）はその一つである。 

 

 

沿岸域管理プログラムの対象範囲 

出典：ワシントン州 HP 

セイリッシュ海 

出典： Wikipedia 
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水際線管理法は海岸線だけでなく、河川・湖沼の水際線も対象としており、州全域が対象である。同法

は、水際線を有するすべての地方政府は水際線マスタープログラムを策定することと規定している。土

地利用、環境保全、パブリックアクセスなどに関してマスタープログラムに盛り込むべきことが州政府

のガイドラインに取りまとめられており、環境保全に関しては、開発によって失われた生態系機能は別

の場所で復元を行ってオフセット（相殺）することが示されている。州政府の支援のもと、260以上の郡

や市町が水際線マスタープログラムを策定している。 

 海洋空間計画（Marine Spatial Planning: MSP）は、海洋利用を管理するための総合的・統合的な手法

で、欧米等で盛んに導入されてきている。海洋利用の管理は総合的である必要がある、という認識が世界

に普及し、その具体的な手法として海洋空間計画が位置づけられている。海洋における生物生息状況や

人間活動など幅広いデータを海洋台帳に集約し、将来活発になる海洋利用に対しても生態系サービスが

確保されるよう、海洋利用の時間・空間を調整するものである。 

 ワシントン州は 2010年に海域計画管理法（Marine Waters Planning and Management Act）を制定し、

管理体制を整備し、幅広い関係者との調整を重ね、2017 年 10月に「ワシントン州太平洋岸のための海洋

空間計画(Marine Spatial Plan for Washington’s Pacific Coast)」を策定した（2018年 6月改訂）。 

  計画策定エリアは右図のとおりで、州政府

管轄海域（海岸線から 3海里まで）だけでなく

連邦政府管轄海域も含まれ、利用密度が高くな

る地域や生態学的に重要な地域をスタディ・エ

リアとしている。 

 この沿岸海域は、現在、漁業、レクリエーシ

ョン、海運などに利用されているが、将来は、

洋上風力発電、波動発電、沖合養殖、土砂・砂

利採取の利用が見込まれている。利用者間の調

整を図る必要があり、海洋空間計画は調整のベ

ースラインとなる。 

 

水際線管理法（州法）の対象： 

海岸線（青線） 

河川水際線（赤線） 

湖沼（赤区域） 

出典：ワシントン州 HP 

海洋空間計画スタ

ディ・エリア 

（赤色が濃いほど現

在の利用強度が高

いことを示す。） 

 

出典：ワシントン州

太平洋岸のための

海洋空間計画 
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 海洋空間計画は州政府の自然資源関係部局で構成される州海洋会議

（State Ocean Caucus）を中心に、州や郡の海洋資源委員会といったステ

ークホルダー、部族、連邦政府・自治体が協議し、科学者や住民の意見

を聞いて運用される。 

 なお、海洋保護区（Marine Protected Area）に関しても、ワシントン

州は 1970 年に最初の保護区を設定しており、長い歴史がある。州政府

の魚類野生動物部や自然資源部がそれぞれ所管する海洋保護区を設定・

運用しているほか、シアトルなどの市ではビーチ公園の土地所有者が海洋

保護区（採取禁止）を設定している。連邦政府は国立公園や魚類野生生物

保護区を設定・運用している。 

 

３ ピュージェット湾の総合的・順応的管理 

 ピュージェット湾は、水量に関しては全米最大の

エスチュアリー（河口域）である（水域面積ではチェ

サピーク湾に次いで二番目。ピュージェット湾はフ

ィヨルド地形で水深が深い。） 

 ピュージェット湾は、オルカ（シャチ）やシーライ

オンなどの哺乳類をはじめ、チヌック・サーモンなど

の魚、ウミバトなどの鳥が最上位の捕食者として存

在する豊かな生態系で有名である。 

 しかし、様々な指標は、豊かさを支えているプロセ

スが損傷していることを示している。有害物質によ

る水質汚染は、過去に事業場排水で発生したが、有害

物質は底質や食物網に残されているうえ、現在も大

気汚染物質の海面への沈着や地下浸透せずに陸面を

洗う雨水（ストームウォーター）などによって汚染が

生じている。湾南部や湾内の海底地形の形状の影響

で外洋との海水交換が極めて悪く、浄化が進んでい

ない。また、生息地の減少も影響している。さらに気

候変動による生態系への影響が懸念されている。 

 

参考：ワシントン州の水質環境基準（表層水）は、淡水、海水、湖沼ごと、利用区別（水生生物利用、

貝・甲殻類利用、リクリエーション利用、水供給利用）に大きく分けられる。そして、例えば、海水の

水生生物利用では、有害物質や放射性物質の基準とともに、４段階の利用レベルごとに、水温（１日最

高温度の最大値）、溶存酸素（１日最小値の最低値）、濁度、pHが定められている。なお、栄養塩の基準

に関しては、湖沼の全燐（TP）についてエコリージョンごとに一部定められている。（ワシントン州行

政規則(WAC) Chapter 173-201A、Washington State Water Quality Atlas） 

  

海洋空間計画の運用体制 

出典：ワシントン州 HP 

ピュージェット湾とその流域 

出典：ワシントン州 HP 
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このような背景のもと、2007 年にピュージェット湾の生態系の総合的な回復に取り組む州政府組織と

して、ピュージェット・サウンド・パートナーシップ（Puget Sound Partnership）が設置された。 

 ピュージェット・サウンド・パートナーシップは、7 名の有識者で構成される「リーダーシップカウン

シル」、リーダーシップと科学と実行の間を調整する「専務理事（Executive Director：約 50名のスタッ

フ付）」、27名の政府・自治体・部族・産業団体等の代表で構成され、事業実施者と必要な行動を検討し、

今後の行動課題（アクションアジェンダ）をリーダーシップカウンシルへ助言するとともに普及啓発を

行う「生態系調整委員会（Ecosystem Coordination Board）」、９名の科学者で構成される「科学委員会

（Science Panel）などから構成される。 

 ピュージェット湾の生態系管理は、生態系ベース管理（Ecosystem-based Management: EBM）の方針の

もと、順応的管理の手法を用いて行われている。生態系ベース管理は、2004 年に米国海洋政策委員会が

提唱した概念で、生物多様性条約が提唱しているエコシステム・アプローチと同じような概念である。な

お、ここでいう生態系には人間も含まれることに留意する必要がある。生態系ベース管理は、生態系の物

理的・生物学的要素間の複雑な関係と人間がとりうる社会経済的な選択肢を考えるもので、幅広い視点

で生態系劣化問題をとらえようとするものである。海洋は様々な生態系サービスを提供しているが、そ

の一つの生態系サービスにこだわることなく、全体のバランスを見ることが必要としている。重要な点

は、生態系サービスや管理目標の間でトレードオフがあることである。 

生態系ベース管理は概念的であるため、具体的に実施しようとすると戸惑いがちである。ピュージェッ

ト・サウンド・パートナーシップでは、生態系ベース管理を具体的に実施する手法として「統合生態系評

価（Integrated Ecosystem Assessments）」の手法を取り入れていれる。この手法は意思決定のための科

学的知見を組織化する枠組みを与えるもので、様々なス

テークホルダーの参画のもと、①スコーピング（ゴール

の同定）→②指標とターゲットの開発→③リスク評価→

④戦略評価→⑤モニタリング・評価の５段階のステップ

を踏むこととしている。 

 順応的管理は、陸域、海域を問わず、生態系管理で広

く用いられている手法である。しかし、この手法を用い

て、どのような対策が効果的で、何がよくなったかなど

の評価を行うには、計画、実行、モニタリングのしっか

りした仕組みが必要である。そこで、ピュージェット・

サウンド・パートナーシップは、「保全活動のためのオ

ープン標準（Open Standards for the Practice of 

Conservation）」を採用し、ステークホルダーの参加、

パートナーシップの醸成、学習の受入れ、意思決定の文

書化、必要に応じた調整という原則のもとに、計画(Plan)

―実行 (Implementation)―評価 (Evaluation)―伝達

(Inform)のサイクルを回している。 

 

 

順応的管理の枠組み 

出典：ワシントン州 HP 
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 ピュージェット湾回復の総合計画は、６つの目標（ゴ

ール）を掲げている。すなわち、①健康的な人間集団、

②人間生活の質、③種と食物網、④生息地の保護と復元、

⑤水量、⑥水質である（右図の最も外枠の円）。 

そして、それぞれの目標(Goal)に対して、バイタルサ

イン（Vital Sign）というターゲットが定められ（外か

ら２番目の円）、それぞれのターゲットに指標

（Indicator）が設定されている。 

 

 

 この中で、「③種と食物網：オルカ」に関する指標は「95

頭」と非常に具体的に定められている。ピュージェット湾

を重要生息地とするオルカは、サザン・レジデント・オル

カとよばれ、バンクーバー島北海域を重要生息地とするノーザン・レジデント・オルカと区別されてい

る。サザン・レジデント・オルカは絶滅危惧種に指定されており、ワシントン州の哺乳類のシンボルにな

っている。1995 年に 98 頭へ増加したが、その後減少傾向にあり、現在 74 頭になってしまった。減少要

因としては、餌（特にサーモン）の減少が主要因と考えられており、サーモンの減少は、生息地の減少・

劣化、ダムなどによる移動障害などが考えられている。その他、船舶航行に伴う騒音や有害物質汚染も、

その要因と考えられている。このような背景から、州知事は 2018年 3月に緊急対策を指示するとともに、

オルカ回復タスクフォースを設置して長期対策を検討するよう指示した。そして、タスクフォースは 2018

年 11月に４つの目標と３６の対策を提言した。 

 なお、ピュージェット湾回復の総合計画は、様々なパートナーの努力を合わせること、科学的知見に基

づくこと、効果的な投資の指針になること、連邦政府（所管：米国環境保護庁）の国家河口域プログラム

(National Estuarine Program)として取り組むこと、州議会からの要請を満たすことを意図している。 

 

目標（Goal）：バイタルサイン（Target）。 

① 健康的な人間集団：下水システム、貝類生息地

（Shellfish Beds）、アウトドア活動、地元産食料、

大気質、飲料水 

② 人間生活の質：責務(Sound Stewardship)、経済的活

力、統治、地域性、文化 

③ 種と食物網：チヌック・サーモン、オルカ、ニシン、

鳥、海岸線、藻場 

④ 生息地の保護と復元：土地開発、氾濫原、河口域 

⑤ 水量：夏季の河川流量 

⑥ 水質：海水水質、淡水水質、海洋底質、魚類中有害

物質 

目標（Goal）とバイタルサイン（Target） 

出典：ワシントン州 HP 

オルカ 

出典：ワシントン州 HP 
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４ ワシントン州の海洋酸性化対策 

 ワシントン州とオレゴン州は、牡蠣産業の盛んな

地域であるが、2005年から 2009 年にかけて、牡蠣幼

生（Oyster larvae）が大量斃死するという事件が発

生した。最初はバクテリアによる病死と考えられ、病

原菌対策も実施されたが、その後、海洋化学成分の変

化が原因であることが判明した。このことを示した

のは、生産者協会、オレゴン州立大学、米国大気海洋

庁による共同研究である。オレゴン州ネターツ湾に

ある養殖場を対象に、養殖場が引き込んで使用して

いる海水の水質分析等を実施したところ、大量斃死

が起こったときは、pH 及びアラゴナイト飽和度がと

もに低いことがわかった。このような低 pH及び低ア

ラゴナイト飽和度の海水は、通常海底付近にあるが、

強い北風が吹くと海の深いところから「沿岸湧昇

(Coastal Upwelling)」するのである。 

このような中、ワシントン州は、2011年に州独

自の「ワシントン貝類イニシアティブ(Shellfish 

Initiative)」を発表し、2012年 3月、「海洋酸性

化ブルーリボンパネル (Ocean Acidification 

Blue Ribbon Panel)」という会議体を設置した。

ブルーリボンパネルは、２人の共同議長と 26 人

の科学者、政府・自治体、部族、関係団体で構成

された。事務局は、ワシントン州エコロジー部で

ある。 

第１回の会合は、2012 年 3 月に開催され、その後ほぼ月１回のペースで

議論が進められて 11月に次の２つの報告書が取りまとめられた。 

１つ目の報告書は、「海洋酸性化：知識から行動へ(Ocean Acidification: 

From Knowledge to Action)」という戦略・行動計画書である。ワシントン

州における海洋酸性化の現状を示し、二酸化炭素の削減だけでなく、「地域

の」陸域起源の汚染物質の削減を提言している。すなわち、陸域から海域に

流出される栄養塩類や有機炭素の削減である。これらの物質が海に入ると藻

類が増殖し、やがて藻類が死んで分解されると二酸化炭素が海水中に放出さ

れる。このため、海水中の二酸化炭素濃度はさらに上昇して、酸性化も一層

進むとしている。また、科学的知識を増やして適応していくこと、そのため

には、モニタリングの充実、予測の実現、生物種ごとに異なる海洋酸性化の

影響などを推進すべきことを提言している。 

海洋酸性化の要因：CO2, SOx, NOｘの海水溶解や陸

域からの栄養塩流入によって海水成分が変化する。 

出典：ワシントン州の海洋における酸性化に関する科

学的要約（Kerry et al., 2011を改変） 

沿岸湧昇を引き起こす力の図解：低 pH及び低アラゴナイト

飽和度の海水は通常海底付近に存在するが、強い北風が

吹くと沿岸表層海水が移動し、深層の海水が表層に湧き上

がってくる。  出典：米国海洋大気庁 HP 

戦略・行動計画書 

出典：ワシントン州 HP 
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 ２つ目の報告書は、「ワシントン州の海洋における酸性化に関する科学的要

約(Scientific Summary of Ocean Acidification in Washington State 

Marine Waters)」という報告書である。これはブルーリボンパネル委員のう

ちの科学者 7 人が、外部科学者の協力を得て作成したもので、海洋酸性化の

現況を、外洋、ピュージェット湾、コロンビア川河口域といった地域別に示

すとともに、生物種ごとへの影響、生態系への影響を整理している。また、

モニタリングネットワークの拡充、測定に労力がかかる炭素系パラメータ(溶

存態無機炭素, 全アルカリ度、pCO2)及び pH の予測の精緻化、物質循環モデ

ルの改良・開発、海洋酸性化の短期・長期予測の能力向上などを提言してい

る。 

 そして、これらの提言を確実に実行していくための公的機関として、海洋

資源諮問会議(Marine Resources Advisory Council)が設置されるとともに、

科学とマネジメントと政策を結合させる組織としてワシントン大学内にワシントン海洋酸性化センター

(Washington Ocean Acidification Center)が設置された。 

 ワシントン海洋酸性化センターの主な活動内容は、①海洋酸性化モニタリングネットワークの拡充、

②現存する貝類孵化場での水質モニタリングの実施、③貝類孵化にとって有害な状態の短期予測モデル

の構築、④ワシントン州における生物種や生態系への影響研究（室内研究）、⑤貝類孵化場が使用する水

の浄化システムの開発である。 

参考：NANOOS（ネットワーク海洋観測システム北西協会） 

NANOOS （ Northwest Association of Networked Ocean 

Observing Systems）は、全米の IOOS (Integrated Ocean 

Observing System)、地球規模の GOOS (Global Ocean Observing 

System)の体系の一部であり、主にワシントン州・オレゴン州の

太平洋沿岸を対象としている海洋観測システムである。政府、部

族、研究機関、産業界のメンバーで構成され、船員、漁業者、救

助隊、油事故対応組織、資源管理部局、研究者など、幅広い人々

を対象とした海洋データを提供している。 

 海洋酸性化モニタリングネットワークにおけるモニタリング

項目は、pH（高精度）, pCO2, 全アルカリ度、溶存態無機炭素、

溶存酸素、栄養塩、クロロフィル、塩分、温度、注目プランクト

ン種などであり、ブイ、アレイ、船においてサンプリングされ、

ローカルな酸性化状態やローカルな生物種の反応を理解するの

に使用される。 

 短期予測モデルは、牡蠣類の孵化場や生育場等の管理のために

腐食性海水の生成を日々予測するものである。２０１４年から海

流、海水温、塩分濃度を日々予測しており、予測項目を増やすよ

う開発が進められている。現在、LiveOcean と呼ばれる予測モデ

ル（マイクロソフトのクラウドコンピューティング AZURE を使用）

科学的要約報告書 

出典：ワシントン州 HP 

NANOOSの NAV画面例 

出典：NANOOSの HP 

アラゴナイト飽和度（５０m深）の分布 

出典：ワシントン大学 HP 
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では、低酸素の予測が行われ、リアルタイムでウェブに情報公開されている。 

また、同センターは、海洋酸性化に関して、研究者、政策立案者、産業界その他の人々をつなげる役割

も担っており、毎年、海洋酸性化シンポジウムを開催し、コミュニケーションの向上を図っている。 

 

 

 

５ ブルーエコノミーの動向とワシントン州の取組み 

  海は地球の表面積の７２％を占め、生物圏の９５％以上を構成している。海は生命の源であり、今日

も酸素の供給、二酸化炭素の吸収、栄養塩の循環、気候の調整を行うほか、食料や生計手段の供給、貿易

の８０％の輸送、観光を提供している。また、技術の発達により、バイオ資源や鉱物資源の開発、風力・

波力・潮汐力などの再生可能エネルギーを可能にすることができる。しかし、汚染や持続不可能な沿岸開

発によって、生物多様性は減少し、生態系サービスは低下してきている。さらに気候変動によって沿岸域

の基盤が脅かされ、海洋酸性化によって海水成分が変わりつつある。海の重要性は、１９９２年の地球サ

ミット、２００２年のヨハネスブルグサミット、２０１２年のリオ＋２０会議において確認されてきた

のだが、海洋生態系の劣化は続いており、これまでの取組みでは不十分であり、さらなる取組みが必要と

なっている。 

「ブルーエコノミー」という概念は、2010年 Gunter Pauli氏により提唱され、生態系から着想を得た

経済モデルであり、ゼロエミッションを実現し、新たな雇用を生み出し、経済と環境の両立を可能にする

構想である。海に生活を依存している小島嶼国によって取組みが進み、世界の沿岸国に関係する世界的

なイニシアティブとなっている（UNEP.ブルーエコノミー・コンセプトペーパー 2014）。リオ＋２０会議

において、グリーンエコノミーの高度化が議論されたが、グリーンエコノミーは貧困撲滅を重視するこ

ととなった。これに対して、多くの沿岸国が疑問を呈し、ブルーエコノミーを際立たせるよう主張した。

その結果、グリーンエコノミーにブルー（海）の視点を加えることとなったが、その後の勢いはグリーン

エコノミーの枠内にとどまらなかった。 

 ブルーエコノミーは、海を無料の資源ととらえるのではなく、海を自然資本として評価し、あらゆる経

済活動の意思決定に取り組むことを求めている。現在、生物多様性の持続可能な利用、食料安全保障、持

続不可能な漁業、気候変動、ツーリズム、汚染・ごみ、海洋ガバナンスが課題となっているが、それらは

新しい機会を創造することになる。すなわち、船舶輸送や港湾施設、漁業、ツーリズム、水産養殖、エネ

ルギー、バイオテクノロジー、海底採掘といった分野でのイノベーションが期待されている。 

 ブルーエコノミーを政策的に推進しようという動きは、世界各地で活発になっている。欧州はブルー

グロウス（ブルー成長）戦略を打ち出し、水産養殖、沿岸観光、海洋バイオテクノロジー、海洋エネルギ

ー、海底採掘に取り組んでいる。米国は「私たちの海洋経済(Our Ocean Economy)」を推進している。オ

LiveOceanによる低酸素予測 

（左：現在、中：３日後、右：一日

当たりの変化量） 

出典：ワシントン大学 HP 
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ーストラリアではブルーエコノミーの概念、チャレンジ、機会をとりまとめ、海洋科学学会もブルーエコ

ノミーに注目している。2018 年 11月には、東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）が開催し

た東アジア海会議でブルーエコノミーが大きく取り上げられたほか、アフリカのケニアにおいて、初め

ての地球規模の「持続可能なブルーエコノミー会議(Sustainable Blue Economy Conference)」が開催さ

れ 184か国、18,000人（首脳７人、大臣 84人を含む）以上の人が集まり、各国政府、国際機関等がブル

ーエコノミー推進のコミットメントを表明した。 

ワシントン州の海事産業は同州の経済を支える主要産業

であるが、事業者間の連携は、海運、旅客、貿易、造船、水

産などの個々の分野にとどまっていた。そこで、個々の分

野の連盟がメンバーとなり、州政府、港湾管理委員会など

も加わったワシントン海事連盟（Washington Maritime 

Federation）が近年形成された。同連盟は、２０５０年まで

に全米で最も持続可能で競争力のある海事産業にすること

をビジョンとして掲げ、ブルーエコノミー戦略の作成、連

携組織の正式化、イノベーションセンターの設置に取り組

んでいる。 

 

 

                （資料作成：2019 年１月 国際エメックスセンター・神田泰宏） 

ブルーエコノミーの例： スマート船舶輸送、共生社会、再生エネルギー、持続

可能な漁業、仕事創出・貧困削減、不法漁業対策、海洋生物保全、気候変動

影響からの沿岸地域保護、海ごみ・海洋汚染対策 

出典：持続可能なブルーエコノミー会議 HP 

シアトル港 

出典：ワシントン海事連盟 HP 


