
日本海洋政策学会　年次大会開催実績

注：役職名は当時 注：役職名は当時 注：役職名は当時

回

開催月日

開催場所

参加者数

統一テーマ

基調講演 海洋政策の研究　－海の総合的管理を目指してー 栗林 慶大名誉教授 新たな海洋立国の実現に向けた提言 細野 衆議院議員
東日本大震災の教訓　―想定外の巨大地震と忘れら
れた津波被害

佐竹 東大教授

我が国の海洋科学・技術研究と第４期科学技術基本
計画

小池 東大名誉教授 海洋の総合的管理と海洋予報 山形 東大教授 沿岸域の総合的管理と東日本大震災からの復興 來生 放送大学教授

研究発表

海洋生物資源管理における生態系アプローチ適用の
国際的動向と日本への政策的含意

大久保 東大先端　特任研究員 海賊処罰対処法の立法過程に関する考察 大庭 三井住友海上保険顧問
海洋基本計画に対する政府の年次報告（21・22・23年
版）の対比研究　　―沿岸域の総合管理をめぐって―

中原 横浜国大教授

海洋資源メジャーを日本に創ろう 山崎 大阪府大教授
海洋空間計画に関する国際的動向とアメリカにおける
事例の考察

太田 海洋政策研究財団研究員
CCSに関する世界主要団体の意見調査とそれに基づ
くアウトリサーチ指針の提案

佐藤 東大教授

日本型海洋保護区の方向性　―国内制度と国際展開
の統合化に向けて―

清野 東大大学院助教
IMOによる船舶由来の水生生物多様性攪乱に対する
対策とその実施困難性

福代 東大教授 日本の内航海運の果たす役割と将来展望 長谷 東大客員研究員

日本型海洋保護区の特徴と課題 八木 東大特任准教授
海洋肥沃化実験に係るロンドン条約及びロンドン議定
書における議論

鈴木 日本エヌ・ユー・エス 英国SOSREP制度について 山地 海上保安大学校教授

データ同化による海洋情報の統合化 蒲地 気象庁研究室長 国民理解を深める水産教育を！ 佐々木 東京海洋大准教授
日本の海洋の生物多様性政策と海洋保護区管理の
制度設計の課題と展望

清野 九州大准教授

日本沿岸域における海洋調査の戦略的な推進とその
課題

黒倉 東大教授 坂本龍馬と万国公法-海洋法研究の深化をめざして- 坂元 神戸大教授
海の健康の指標に関する考察：水産学部生のアン
ケート結果からみえてきたもの

中田 長崎大教授

海賊対処法制定の意義と今後の課題 鶴田 海上保安大学校准教授
離島とその周辺海域の利用について　-土木学会海洋
開発委員会での取り組みの紹介-

木村 室蘭工大教授
漁業協調型浮体式洋上ウィンドファームの実現に向け
て　(地域経済の活性化をめざした多目的海洋空間利
用の試み）

荒川 東大教授

海上の安全の確保のための日本周辺海域における船
舶航行実態把握

高橋 国交省港湾研究部長
沿岸域総合管理に関する一考察　　-地方自治体の管
轄範囲を巡って-

中原 海洋産業研究会理事
中型風車をコアとする沿岸域ローカルスマートエネル
ギー利用システムの提案及び実現への課題

白石 北海道工大教授

パネルディスカッション
テーマ
「海洋政策研究に向けての分野横断的連携の模索」

テーマ
「海洋国家日本の基軸」

テーマ
「復興における海洋政策的知見の活用」

モデレーター 城山 東大教授 モデレーター 城山 東大教授 モデレーター 城山 東大教授

パネリスト 磯部 東大教授 パネリスト 浦辺 東大教授 パネリスト 磯部 東大教授

浦辺 東大教授 北岡 東大教授 植木 東北大教授

來生 放送大学教授 木下 東大教授 植松 東大教授

櫻本 東京海洋大学教授 末永 東京海洋大教授 柴山 早稲田大教授

角 横浜国大研究センター長 高木 東大教授 高木 東大教授

山形 東大教授 若土 北大名誉教授 竹内 東京海洋大学教授

ポスターセッション

東京大学（小柴ホール） 東京海洋大学（品川キャンパス）楽水会館 東京大学（小柴ホール）

総合的な海洋政策の形成を目指して 海洋の総合的管理を目指して 3.11後の海洋立国を構想する

第　　１　　回 第　　2　　回 第　　3　　回

１４２名 １２２名 １０７名

2009/12/6 2010/12/4 2011/12/3
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総力をあげて海洋政策の前進を 高木 衆議院議員 海洋政策決定過程の分析 武見 参議院議員 総合海洋政策本部の取組みについて 宮原 総合海洋政策本部参与

海底鉱物資源開発の現状と政策課題　―資源開発１
０カ年計画とリスクの軽減―

浦辺 東大教授 沿岸域における海洋政策の方向性について 磯部 高知工科大副学長 これからの海洋政策学会に期待するもの 小宮山 日本海洋政策学会会長

海賊対処のための民間警備要員（PCASP）の乗船に
関する諸外国の対応について

長谷部 大和総研主席研究員
国連海洋法条約と国際法の立憲化：公海漁業資源管
理を題材として

猪又 水産庁管理課課長補佐
海洋構造物の法的地位と規制措置に関する研究　－国
連海洋法条約採択以後の国家実行の発展を中心に－

下山 高知短期大学准教授

通過通航制度と沿岸国の法令制定権 石井 防衛大専任講師
排他的経済水域の漁業資源管理機能　－最大持続生
産量(ＭＳＹ)という管理目標の視点から―

中里
内閣府食品安全委員会事
務局情報・勧告広報課課
長補佐

絶海孤島の海洋政策－国際的な島嶼管理の新展開と
日本の離島管理政策の位置

加々美 中部大学教授

国際海洋法条約に立脚した東アジア海域の海洋権益
を巡る国家間対立の考察　―対立のエスカレート要因
と抑制要因の分析―

原田 上智大大学院
水産資源の持続的利用のための海外資源管理の紹
介　―ペルーアンチョベータ商業漁業の資源管理実践
例―

永野
日本水産(株)中央研究所
研究員

軍艦その他の公船に対し保護権の行使として執りうる
措置

坂巻 静岡県立大学講師

コンテナ船MSC　Flaminia号事故について 山地 海上保安大学校教授
公海及び深海底の遺伝資源へのアクセスと利用をめ
ぐる国際法の現状と課題―国連海洋法条約と生物多
様性条約の相互作用―

本田
神戸大学大学院国際協力
研究科博士後期課程

係争地における漁業協定に関する考察－北方四島と
尖閣諸島周辺海域－

渡部 東北大学大学院

南極海の資源・環境管理における国際制度間の調整 大久保 東海大講師
武力紛争時における国際海峡の法的地位 ―通過通
航権制度と海戦法規・中立法規との関係―

和仁
大阪大学大学院国際公共
政策研究科准教授

水産資源管理ガバナンスにおける「科学」と「政策」－
中西部太平洋まぐろ類委員会における科学的根拠に
基づく政策形成に関する提言 –

東出 東京大学大学院

海洋政策を支える国際医療貢献・病院船団構想の実
現を急ごう

浅野 早稲田大研究機構長
洋上風力発電所設置過程における環境アセスメント制
度の役割に関する予備的考察

吉川
東京大学大学院農学生命
科学研究科特任准教授

海流発電ファームの海洋空間利用に関するケースス
タディー

阪口 東京大学大学院

日本の海洋を総合的に観測するシステムの提案 赤井 金沢工大客員教授
次世代海洋資源調査技術開発に対する民間企業の
取り組み

河合
(株)地球科学総合研究所
取締役

海外大学における海洋開発人材教育の実態と我が国
との比較

和田 東京大学特任研究員

親水水路におけるプレジャーボートの航行と条例によ
る規制　―Ａ市の事例について―

藤本 神戸大准教授
国際・業際連携による海象観測情報のより一層の有
効利用をめざして

永井 (株)エコー取締役
海洋基本計画と他の関連基本計画との相互関係に関
する一考察

中原 横浜国立大学客員教授

大津波に対する沿岸域防災システムの現状と今後の
視点

岸田 国総研研究総務官
国内海運に係る輸送の安全確保について：組織的安
全マネジメント手法の活用

長谷
国土交通省国土交通政策
研究所総括主任研究官

日本の海洋産業におけるサブシープロダクション関連
技術の方向性

渡邉 東海大准教授
我が国港湾の「総合的管理」における国と地方の「役
割分担」について

村上
東京大学大学院公共政策
学連携研究部　特任講師

テーマ
「海洋基本計画の重点課題を多面的に論じる」

モデレーター 磯部 東大教授 モデレーター 中原 横浜国大客員教授 モデレータ 河野 早稲田大学教授

パネリスト 荒川 東大教授 パネリスト 植松 東大教授 パネリスト 金田 名古屋大学教授

坂元 神戸大教授 来生 放送大学副学長 來生 放送大学副学長

鈴木 東大教授 坂本 新日鉄住金エンジ部長 鈴木 東京大学教授

松田 横浜国大教授 堀田 (独)海洋研究開発機構理事 道田 東京大学教授

松本 明治大特任教授 森川 専修大教授 八木 東京大学准教授

道田 東大教授 山下 大東文化大教授

新たな海洋秩序・政策構築への日本のイニシアティブ 新たな海洋基本計画の推進に向けて　-海洋政策学の視点から-

①「NOWPAP Medium-term strategy(MTS) 2012-2017」 ：国連環境計画（UNEP)北西太平
洋地域海行動計画（NOWPAP）富山事務所　総務担当官　大山真且

①「沿岸域総合管理を志向した自治体主体の環境学習支援」　　東京海洋大准教授　　佐々木剛

②「地域住民の主体性に着目した離島振興策の提言」　東大大学院特任研究員　和田良太

テーマ
「国際コミュニティの中で海洋基本計画の実現方策を考える」

１３１名 １４５名

明治大学（和泉キャンパス） 東京大学（小柴ホール）

第　　4　　回 第　　5　　回

2012/12/1 2013/12/7

テーマ
「海洋立国日本の目指すべき姿」

①我が国における洋上風力発電の発展をめざして　　（株）エコー取締役　永井紀彦
②次世代海洋資源調査技術開発に対する民間企業の取組み　その２
　　　　　（株）地球科学総合研究所常務取締役　河合展夫
③An Operational　Framework for Sustainability Assessment of a Regional Scale ICZM：An
Application of the Sato-umi concept         立命館大学大学院准教授　上原拓郎
④沿岸域総合管理を志向した流域住民主体の環境学習支援－水圏環境学習会「魚やカニを
捕まえよう」の活動から－　　　　東京海洋大学大学院准教授　佐々木剛
⑤消費者の魚食文化に対する価値意識向上のための水圏環境教育プログラム開発
－サクラマスを用いて－　　　　東京海洋大学大学院　水谷史門
⑥港区中学生による水圏環境浄化に向けた取り組みの系譜と今後の課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　東京海洋大学大学院　大川拓哉
⑦Proposal to elaborate and implement a strategic methodology to develop a new Japanese
concept of ecotourism in local communities　　　東京海洋大学大学院　Nieda Tsuyosi Eduard

第　　6　　回

2014/12/6

明治大学（駿河台キャンパス：リバティータワー）

１５０名

海洋ガバナンスと日本　国連海洋法条約の発効20周年にあたって
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成長戦略としての海洋政策 西村 衆議院議員

海洋の持続可能な開発に向けた今後の在り方 竹内 東京海洋大学学長

水産物消費に由来する活性窒素の環境負荷評価とそ
の低減策

種田 横浜国立大学大学院

太平洋島嶼国の海洋管理能力と国際協力の現状と可
能性

早川
笹川平和財団/オタゴ大
学大学院

ドイツ・ブレーマーハーフェン市における洋上風力産業
振興の成功要因 －経済振興組織の役割に着目して
－

竹内 名古屋大学助教

いわゆるグレーゾーン事態における強力的措置と国
際法　－外国船舶への対応を中心に－

吉田 海上自衛隊

沿岸域総合管理の管理組織と多段階管理仮説 日高 近畿大学教授

海洋予測システムの活用による研究者と市民社会の
沿岸域総合管理に向けた協創可能性

美山
海洋研究開発機構主任
研究員

対馬・五島における国立・国定公園の海洋保護区の
ECO-DRRとしての機能

清野 九州大学准教授

地方公共団体における一般海域の管理に関する条例
の現状

中原 横浜国立大学客員教授

モデレータ 道田 東京大学教授 モデレータ モデレータ

パネリスト 荒川 東京大学教授 パネリスト パネリスト

柴山 早稲田大学教授

白山
海洋研究開発機構研究担当
理事

中田
水産総合研究センター研究主
幹

許 立教大学准教授

第　　7　　回

2015/12/5

早稲田大学（西早稲田キャンパス）

１３０名

海洋の未来と日本　―海洋の持続可能な開発に向けて－

テーマ
「海洋の持続可能な開発と保全」

①サクラマスを用いた水圏環境教育プログラムによる流域の内発的発展に向けた取り組み
　　　　　　　　　　　　        　     　　　　　　　　水谷 史門（東京海洋大学大学院）
②COMMUNITY-BASED ECOTOURISM IN THE CREATION OF A JAPANESE MODEL OF
ECOTOURISM CORRIDORS. CASE OF STUDY: HEI RIVER, IWATE PREFECTURE
 　　　　　　　　　        　 　　　　　　　　　　    Nieda Tsuyoshi Eduardo（東京海洋大学大学院）
③さけ・ます流し網漁とさんま棒受け網漁の兼業船の現状と大型化に関する一検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南澤正樹（（株）三保造船所 課長補佐）
④海洋深層水の大規模な活用を進めよう －日本の輝かしい未来のために－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久田 安夫（NPO海ロマン21 理事長）

テーマ
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

第　　９　　回

2017/12/2

テーマ
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

第　　８　　回

2016/12/3
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