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【本学会からのお知らせ】 

○ 第14回年次大会（オンライン）参加者募集中 〆切11/18 

〇 第14回定例総会はメールによる書面審議 

〇 学生小論文募集審査結果 

〇 第8期役員改選投票終了 

 

【一般情報】 

● 海洋技術フォーラムから提言書（10/10） 

● 日本沿岸域学会講習会「海洋・沿岸域の総合的管理の実現に向けて」(10/18） 

● 海洋技術フォーラム令和4年度第2回シンポジウム開催（11/4) 

● 神奈川大学「海とみなと」研究所開設記念講座（2022/11-2023/3） 

● 3rd International Conference on Marine/Maritime Spatial Planning（11/22-23） 

● 日本学術会議公開シンポジウム「水産からカーボンニュートラルの未来を展望する」（11/25） 

● 神奈川大学「海とみなと」研究所開設記念シンポジウム（11/26） 

● 2022年度水産海洋学会地域研究集会「海洋学におけるデータサイエンス」（12/8） 

● World NAOE Forum 2022（12/13） 

● 第21回広島湾研究集会「瀬戸内法の再改正と広島の水産業」(12/16)   

● 第9回東北太平洋岸の水産業と海洋研究集会「水産ICTの現状と課題」 (1/21) 

● 2023年度日本水産学会春季大会（2023/3/28-31） 

● 2023年度日本海洋学会春季大会（2023/5/21-26） 

●「海しる」を活用した海洋教育 

● 書籍『海の生物と環境をどう守るか』（10/10） 

● 書籍『海とヒトとの関係学』第１～5 巻 

● 書籍 Encyclopedia of Ocean Law and Policy in Asia-Pacific. Seokwoo Lee (ed.) 
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【本学会からのお知らせ】 

〇 第14回年次大会（オンライン）参加者募集中 〆切11/18 

12月1日（木）、2日（金）いずれも13：00からオンライン開催する第14回年次大会の参加

者を募集中です。プログラムは基調講演2件、研究発表5件、パネルディスカッション、ポスタ

ーセッション2件で、昨年同様ZOOMウェビナーならびにポスター発表はブレークアウトルーム

での参加となります。参加費無料、申込等の詳細は学会ホームページ（随時更新）をご参照くだ

 



さい。 

〇 第14回定例総会はメールによる書面審議 

 年次大会をオンラインで開催することにより、定例総会を昨年同様メールによる書面審議とい

たします。会則により審議期間は11月14日から12月14日の1か月間とし、会員の皆様には

11月14日に総会資料と表決書を送付します。賛否をご記入の上、事務局までご返送願います。 

 

〇 学生小論文募集審査結果 

 2022年度の学生小論文には合計で9編の応募があり、審査委員10名による審査の結果、最優

秀賞1名、優秀賞2名、奨励賞1名が選定されました。第14回年次大会で表彰式に代えて受賞

者の発表を行います。受賞論文は2月発行予定のNewsletterに全文が掲載される予定です。 

 

〇 第8期役員改選投票終了 

 12月任期満了に伴う第8期役員改選の投票用紙が10月1日に全会員に郵送され、10月31日に

締切、11月7日に選挙管理委員会で開票ならびに集計作業が行なわれました。投票結果は、定例

総会上程の第4号議案により総会の議案として提議されます。 

 

【一般情報】 

 

● 海洋技術フォーラムから提言書（10/10） 

海洋技術フォーラムは、令和 4 年度海洋技術フォーラム提言を公開しました。海洋産業の振興

を目指す海洋科学技術の個別課題を縦串に、それらを支えていく科学技術イノベーション推進の

ための環境構築を横串として、浮体式洋上風力発電ほか4項目（縦串）、海のデジタルトランスフ

ォーメーションほか5項目（横串）の各項目について提言書をまとめています。 

参照URL：https://blog.canpan.info/mt-forum/archive/401 

 

● 日本沿岸域学会講習会「海洋・沿岸域の総合的管理の実現に向けて」（10/18） 

 10 月 18 日午後、東京海洋大学落水会館において、標記の講習会が会場参加とオンラインのハ

イブリッド形式で開催されました。当該講習会のテーマは、2021 年 12 月に日本海洋政策学会お

よび日本沿岸域学会が共同で提言した2020年アピールを題材にしたもので、講習会参加者にその

内容を理解してもらうとともに、自らの問題意識を高めていただく事を目的としました。 

 講習会は、第一部として、有識者による海洋・沿岸域の総合管理に関わる４つテーマ講演、第

二部として、会場参加者とオンライン参加者の全員参加型のグループワーク、という二部構成で

実施され、会員企業の若手技術者や海洋政策の研究者、環境コンサルタントの技術者を中心に、

会場参加者24名、オンライン参加者19名の参加がありました。 

参照URL：https://www.jaczs.com/05-lecture/2022_2_lecture_guide.pdf 

 

  



● 海洋技術フォーラム令和4年度第2回シンポジウム開催（11/4) 

11月4日に、海洋技術フォーラム主催による令和4年度第2回海洋技術フォーラムシンポジウ

ムがオンラインで開催されました。シンポジウムでは、田中明彦 総合海洋政策本部参与会議座長

から「総合的な海洋の安全保障と経済安全保障」として基調講演がなされました。また、「海洋技

術開発のあるべき姿」というテーマの下、第 4 期海洋基本計画策定を目前に、浮体式洋上風力発

電の数値目標とその国内サプライチェーンのロードマップ、これと並んで経済安全保障上、新た

な方向性を示さなくてはならない海洋鉱物資源、そしてこれら海洋産業発展の政策基盤となる海

洋空間計画について、20 年、30 年先の近未来を見据えて、次なる5年間に何をなすべきかにつ

いての講演と参加者からの議論がなされました。 

参考URL：http://lemons.k.u-tokyo.ac.jp/symposium/2022kaiyou2.html 

 

● 神奈川大学「海とみなと」研究所開設記念講座（2022/11-2023/3） 

神奈川大学海とみなと研究所の新設を記念し、月1回の頻度で11月19日から3月まで、海洋

の世界史的視点から多様な内容の講座を開催します。講師は同研究所の上席研究員である來生新

氏と中原裕幸氏です。詳細と申込方法は以下のURLをご参照ください。 

参照URL：https://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/3919/ 

 

● 3rd International Conference on Marine/Maritime Spatial Planning（11/22-23） 

11月22-23日、欧州委員会海事・漁業総局（DG MARE）およびユネスコ政府間海洋学委員会（IOC-

UNESCO）の共催により、海洋空間計画に関する国際会議 3rd International Conference on 

Marine/Maritime Spatial Planning がスペインで開催されます。事前申し込み不要かつ無料で、ライ

ブストリーミングがオンライン視聴できます。詳細は以下のURLをご参照ください。 

参照URL：https://3rd-international-conference-on-msp.b2match.io/ 

 

● 日本学術会議公開シンポジウム「水産からカーボンニュートラルの未来を展望する」（11/25） 

11月25日（金）午後、公開シンポジウム「水産からカーボンニュートラルの未来を展望する」

が日本学術会議水産学分科会の主催でオンライン開催されます。カーボンニュートラルに向けた

水産業及び関連する研究分野の貢献はどうあるべきかについての議論が活発化しています。ブル

ーカーボンに関する取組、食の市場の地球規模の拡大と温室効果ガス抑制の対応などについて、

現状と課題の整理を行い、水産業や海洋生物を活用したカーボンニュートラルの未来を展望し、

もってアカデミアにとどまらず広く社会が問題意識を共有できることを目指しています。無料。

申込は以下のURLをご参照ください。 

参照URL：https://www.scj.go.jp/ja/event/2022/331-s-1125.html 

 

● 神奈川大学「海とみなと」研究所開設記念シンポジウム（11/26） 

11月26日（土）午後、神奈川大学海とみなと研究所は、「横浜港におけるカーボンニュートラ

ルポート等の取組について」と題する講演を中野裕也氏にいただき、開設記念シンポジウムを開

催します。ハイブリッド方式で、同大みなとみらいキャンパス米田吉盛記念ホールおよびオンラ

イン開催です。申込締切は11月24日です。詳細と申込方法は以下のURLをご参照ください。 

参照URL：https://www.kanagawa-u.ac.jp/event/details_25967.html 



● 2022年度水産海洋学会地域研究集会「海洋学におけるデータサイエンス」（12/8） 

水産海洋学会は、12月8日（木）に鹿児島大学で九州沖縄地区合同シンポジウム「海洋学にお

けるデータサイエンス」を開催します。これまでに大量に蓄積されたデータが海洋研究に十分に

活用されていない現状を踏まえ、ビッグデータを活用した海洋 （物理・生物・化学）研究，漁業

現場や海洋環境問題への応用研究などについて議論します。  

参照URL：http://www.jsfo.jp/sympo/pdf/2022/s221208.pdf 

 

● World NAOE Forum 2022（12/13） 

12 月 13 日、JA 共済ビルカンファレンスホール（東京都千代田区）で日本船舶海洋工学会の主

催による国際フォーラムWorld NAOE Forum 2022 が開催されます。オンライン参加は海外からの

参加のみです。申込は以下のURLからで、締切は12月6日（火）、有料です。 

参照URL：https://www.jasnaoe.or.jp/en/conference/2022/wnf2022.html 

 

● 第21回広島湾研究集会「瀬戸内法の再改正と広島の水産業」(12/16)   

12月16日(金)午後、広島大学で広島湾研究集会「瀬戸内法の再改正と広島の水産業」を開催し

ます(ハイブリッド方式)。2021年6月に瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内法）が再改正され、

水産資源の持続的な利用の確保のため栄養塩については削減から管理へと方向転換されました。

本集会では環境と水産課題に取り組む研究者と行政市民との意見交換を目的としています。  

参照URL：http://www.jsfo.jp/sympo/pdf/2022/s221216.pdf  

 

● 第9回東北太平洋岸の水産業と海洋研究集会「水産ICTの現状と課題」 (1/21) 

令和5年1月21日（土）午後、水産研究・教育機構塩釜庁舎にてハイブリッド方式で第9回東

北太平洋雁の水産業と海洋研究集会「水産 ICT の現状と課題」を開催します。水産庁が「スマー

ト水産業」の取組を開始していることを受け、本集会では ICT,IOT 等の先端技術の導入に関する

実例や課題を議論します。  

参照URL：http://www.jsfo.jp/sympo/pdf/2023/s230121.pdf 

 

● 2023年度日本水産学会春季大会（2023/3/28-31） 

令和5年3月28-31日、日本水産学会春季大会を東京海洋大学品川キャンパスにて開催します。

詳細が決まり次第、臨時メールニュースにてお知らせします。 

参考URL：https://jsfs.jp/act/annual-meeting/ 

 

● 2023年度日本海洋学会春季大会（2023/5/21-26） 

令和5年5月21日-26日、日本海洋学会春季大会をハイブリッド方式（幕張メッセ＋オンライ

ン）で開催します。日本地球惑星科学連合2023年大会における開催です。 

参照URL：https://www.jpgu.org/meeting_j2023/ 

 

  



●「海しる」を活用した海洋教育 

海上保安庁海洋情報部が運用する「海しる」に、小中学生や教職員向けとして、「海しる」を

操作しながら、海洋について学習することができる「海洋教育コンテンツ」が加わりました。教

科・単元に添った学習テーマが選択でき、地図を操作しながら地図上に海洋情報を表示させて学

習を行うことができます。以下のURLをご参照ください。 

参照URL：https://www.msil.go.jp/msil/Education/toppage.html 

「海しる」のトップページのバナーからもアクセスできます：https://www.msil.go.jp/ 

 

● 書籍『海の生物と環境をどう守るか』（10/10） 

坂元茂樹・前川美湖（共著）『海の生物と環境をどう守るか』が西日本出版社から出版されまし

た。国家管轄権外区域は、海洋の生物多様性を考えるときに非常に重要な海域です。BBNJの現況

や問題を、海洋法・科学・政府間交渉など多角的な観点から第一線の専門家が解説します。 

参照URL：http://www.jimotonohon.com/annai/a1442_uminoseibutsu_to_kankyou.html 

 

● 書籍『海とヒトとの関係学』１～5巻 

秋道智彌・角南篤（共編著）『海とヒトとの関係学』（1巻～5巻）が西日本出版社から出版され

ています。海洋に関する課題について各巻ごとにテーマを設定し、さまざまな分野の専門家が深

く掘り下げます。各巻のタイトルは以下のとおり：1.「日本人が魚を食べ続けるために」2．「海の

生物多様性を守るために」3．「海はだれのものか」4．「疫病と海」5．「コモンズとしての海」。 

参照URL：第5巻 http://www.jimotonohon.com/annai/a1695_umitohito5.html 

 

● 書籍 Encyclopedia of Ocean Law and Policy in Asia-Pacific. Seokwoo Lee (ed.), Brill, 2023  

アジア各国の海洋法制情報をまとめた事典が2022 年 11月にBrill 社から刊行されました。各

国の国連海洋法条約の国内実施、海洋紛争、生物・非生物資源の探査と開発、海洋環境保護、海洋

科学研究、紛争解決、海洋法の発展への貢献などが扱われています。日本についても本学会の会

員が寄稿しています。 

参照URL：https://brill.com/edcollbook/title/61590 
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※本メールニュースは原則として年4回以上、学会員はじめ関係方面に配信しています。 

※本メールは転送自由とします。直接配信希望、配信停止、ご意見やコメント等は、下記  

の事務局まで、ご連絡ください。 

日本海洋政策学会事務局 

〒105-0001 港区虎ノ門1-15-16 笹川平和財団ビル６F 

（公財）笹川平和財団海洋政策研究所気付 日本海洋政策学会 

 TEL/FAX 03-6457-9701、e-mailアドレス：office@oceanpolicy.jp、 

Website: https://oceanpolicy.jp 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


