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巻  頭  言
水産工学研究の新たな展開

水産工学研究所 所長　渡部 俊広

国立研究開発法人水産総合研究センター水産工学研究
所所長に昨年四月に就任しました。皆様どうぞよろしく
お願いします。私は横浜にある水産総合研究センター本
部で２年ほど過ごした以外、研究職員として水産工学研
究所で過ごしてきました。水産工学研究所では、おもに
漁具や漁法の研究をしてきましたので、漁港施設や漁場
造成関係については専門ではありません。しかし、他の
分野の研究を取り込むことによって、さらにおもしろい
研究ができると思っております。ここではそのような視
点から今後の水産工学研究について述べたいと思います。
水産研究と言いましても、水産資源の持続可能な利用

のための研究、沿岸・内水面漁業の振興のための研究、
持続的な養殖業の発展のための研究、安全で信頼される
水産物の供給のための利用加工の研究、漁船の安全性向
上や省エネ・省コスト化のための研究、水産環境整備の
ための研究など多岐にわたっています。それぞれ専門性
が高く、それぞれの強みを生かした横断的な研究が今後
ますます必要になります。ここでは、農林水産省農林水
産技術会議事務局委託プロジェクト研究「有用水産生物
の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発」に
おいて、特定波長の光を照射することによって、マツカ
ワの成長が促進される例を紹介し、横断的な研究推進の
必要性を述べます。
波長帯（発光色）の異なる発光ダイオード（LED）を
用いて、マツカワにLED光を照射して、摂餌量と日間成
長率を比較しました。水温が次第に低下する秋季から冬
季にかけては、平均水温17℃以上の時、LED光を照射し
たマツカワの摂餌量と日間成長率には、LEDの発光色に
よる差はありませんでした。しかし、水温の低下に伴って、
赤色LED光を照射したマツカワと環境光下にいたマツカ

ワでは、摂餌量と日間成長率が減少しました。さらに水
温が低下し平均水温が約９℃になると、これらの差は拡
大し、青色あるいは緑色のLED光照射によって低水温期
に摂餌行動が高まることが分かりました。
このように、特定波長帯の光の照射によって、低水温で

もカレイ類の成長を促進することができます。特に養殖分
野では、これまでの生物を育てる技術と光技術を用いて成
長促進や生産コストの削減による新たな生産技術の創出な
ど、その潜在的可能性は極めては大きいと確信しています。
人工魚礁の研究についても、現在便益性を評価しよう
とすると定性的な知見ではなく、魚礁効果の定量的な知
見が必要になります。これまで行われてきた水中ビデオ
カメラ、バイオテレメトリー調査や計量魚群探知機等を
用いた調査の重要性は変わりませんが、同じ調査手法で
はこれまで以上の知見を得るには限界があります。定量
的に評価するためには、長期間にわたって魚礁に対する
生物の蝟集状態をモニタリングする必要があります。そ
のためのコストの掛からない調査手法の確立、また、漁
船からの漁獲情報の収集等が重要と思います。特に、漁
船の活用は今後重要な課題と考えます。我が国には多数
の漁船が有り、沿岸域ではいたるところで稼働していま
す。その漁船から位置情報、漁獲情報、海洋情報を得る
ことができれば、海洋流動モデルを用いて様々な海域に
おける精度の高い水産生物の漁場予測等ができるように
なります。また、魚群探知機等の音響データも併せて収
集できれば海洋生物のマッピングも可能になります。水
産工学研究分野は、新たな可能性を秘めそのポテンシャ
ルはますます高くなっています。微力ながら新たな技術
開発に努めていきたいと考えておりますので、皆様のご
指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いします。
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この３月に第３回国連防災世界会議が被災地仙台で開催
され、世界各国から多くの政府関係者等が来訪し国際的な
防災戦略について話し合いをされたことはまだ記憶に新し
いことと思います。この会議に関連し、仙台市内では、期間
中、防災をテーマとした数多くのシンポジウム、展示、イベ
ントが連日開催されました。私は、このうち二つのシンポジ
ウムに参加する機会を得ました。「森の防潮堤推進シンポジ
ウム」と「漁業地域の津波防災シンポジウム」です。どち
らのシンポジウムも会場が満席になるほどの盛況で人々の関
心の高さを改めて伺い知ることができました。
森の防潮堤推進シンポジウムは、その土地本来の常緑広

葉樹による森づくりを「運動」として進めている宮脇昭横浜
国立大学名誉教授の思想を受け、現在、東北被災地で進め
られているコンクリートの防潮堤に代わるものとして、常緑
広葉樹による防潮林の整備を提唱しているグループが主催
したものでした。この運動は宮城県岩沼市において「千年
希望の丘」として結実しつつあるようで、この思想を全被
災地の復興事業に広めたいというのがシンポジウム開催の
趣旨のようでした。海岸防災を仕事としている私どもの眼か
ら見ると、①常に潮風や海水飛沫にさらされる厳しい環境
下で成長できる樹種があるのか②効果的な防潮林をつくる
ために必要とされるであろう相当規模の土地の確保が容易
にできるのか③高地移転により住居が防潮林から遠く離れ
てしまう被災地において防潮林の適切な管理が行えるのか
④防潮林の防災効果はどの程度計算できるのかなど思いつ
いただけでも様々な課題を抱えているようですが、「コンク
リートの防潮堤の寿命は高々50年に過ぎないが、防潮林の
効果は永続する」、「防潮林は防災機能だけではなく、景観
面、教育面などコンクリートの防潮堤にはない多面的な優れ

た機能を有している」、「人々の暮らしと海との関わりを分断
するのではなく、その固有性、独自性をできるだけ意識化し
尊重していくことが必要だ」等々講演の発表内容には共鳴
できる部分が多々ありました。要は、行政が画一的に処理
するのではなく、地域の特性やそこに住む住民の意見・生
活様式を十分尊重し、「生活空間としての海岸・海」という
視点を持って柔軟に考えていくことが重要だということでは
ないかと思われ、これは私どもが発災直後より主張している
ところと軌を一にするものでもありました。
一方、漁業地域の津波防災シンポジウムは、今回の震災

の経験を今後に生かそうと水産庁及び漁港関係団体が共同
で開催したものです。松冨英夫秋田大学教授をコーディネー
ターとしてお迎えし、水産庁、岩手県、宮城県等の行政及
び漁業関係者に加え、スマトラ島沖地震津波を経験された
インドネシアからアブドル・ムハリ海洋水産省沿岸防災対策
官にもご出席をいただきました。各出席者からのご講演はど
れも大変貴重なものでしたが、特に、ムハリさんが、被災
地バンダ・アチェの復興過程において、国際支援で供与さ
れたFRP漁船が木製漁船を使い慣れている地元漁業者から
は敬遠され使用されることなく放置されてしまったこと、高
地に住居を一旦移した住民が水利等生活上の不便のため再
び低地に降りてきてしまったことなどを通し、「重要なのは、
地元の伝統的文化規範を尊重するとともに、復興の過程に
可能な限り地元の人々に参加してもらうことである」と語っ
ておられたのが印象的でした。
視点の異なる二つのシンポジウムでしたが、「地元住民の

意見の尊重と参加」という、時間に追いかけられた行政主
導の復興過程においてはややもすると忘れられがちな共通
の命題を指摘されたことは大変意義深いことでした。

国連防災世界会議の二つのシンポジウム
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３割まで減少している地域も存在する（図１）。
人口減少社会の災害である東日本大震災では「復興」

が災害対策における「大きな課題」となった。しかし、
日本の人口は今後、さらに減少することが予想されてお
り、そんな状況下において私たちは南海トラフ地震とい
う津波による大きな被害が予想される災害を経験するこ
とになる。被害を完全に防ぐことは不可能であり、発生
した被害に対処していく必要がある。防災対策の新たな
課題としての「復興」にどう取り組むべきか、というこ
とについて考えてみたい。

東日本大震災の復興

東日本大震災から４年が経過した。阪神・淡路大震災
と被災後の復旧プロセスを比較すると岩手・宮城の避難
所の解消／応急仮設住宅の建設完了が９ヶ月後i）、阪神・
淡路大震災は約８ヶ月後（ただしその後も待機所として
継続）、がれきの処理完了は両災害ともほぼ３年であり大
きな違いはない。また、土地区画整理・防災集団移転といっ
た都市計画事業の進捗については、阪神・淡路大震災で
は遅い地区で事業計画決定まで４年９ヶ月かかっている
のに対して、事業が遅れていると言われる宮城県名取市
閖上地区でも２年８ヶ月である。震災からの復興は、被
災地の人々にとって始めて経験することであり、長く時
間がかかっているように感じられるが、「震災３年目」ま
での認識は、阪神・淡路大震災と比較して決して遅れて
いるわけではない、というものであった。

しかし、４年目を迎え、東日本大震災の問題点が健在化
してきている。阪神・淡路大震災では４年目には仮設住宅
の居住者が当初の１割程度まで減少していたのに対し、東
日本大震災では今も多くの人々が応急仮設住宅で生活を
送っている。また、人口の推移を見ると１）震災を契機に
人口増加、２）震災前のトレンドに戻る、３）著しい人口
減少が続く、という３つの地域に分化が見られ、震災前の

特別寄稿 .01

漁村における漁村における事前復興計画策定事前復興計画策定の
必要性について必要性について

牧 紀男
京都大学防災研究所都市防災計画分野

まき・のりお

1996年京都大学大学院工学研究科環境地球工学専攻博士課程指導認定退学、1996年京都大学大学院工学研究科助手、1998年理化学研究所／防災科学技
術研究所 地震防災フロンティア研究センター副チームリーダー、2004年同チームリーダー、2005年京都大学防災研究所巨大災害研究センター助／准教授、
2014年―京都大学防災研究所 教授。

図１　宮城県の被災自治体の震災後の人口変化
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災害前の地域の姿と災害復興

災害による物理的被害について理解することは容易で
あり、どんな被害が発生したのかについては、データの
整備、被害分布の可視化も行われてきた。しかし、復興
について考えるためには、災害による直接的な被害だけ
でなく、その後の復旧・復興のプロセスが地域にどのよ
うな影響を与えたのかも含めて検討する必要がある。筆
者らのグループは国勢調査メッシュ統計情報を利用し災
害が社会に与える影響について評価方法の開発ii）を行っ
てきた。影響評価の手法は、例えば阪神・淡路大震災で
あれば、災害発生前（1990年）の国勢調査人口データを
用いて震災から10年後、2005年の人口予測を行い、さ
らに推計人口を使って地域特性分析をおこなう（図２）、
というものである。地域特性分析では以下の３つのパタ
ンiii）の抽出を行う：１．持続類型：今後も人口が減少し
ていく地域、２．依存類型：雇用・高等教育を他地域に「依
存」しているため若い世代が少なく、長期的に見ると人
口が減少していく地域、３．限界類型：65歳以上が大半
を占める限界集落地域。さらに2005年の実人口データに
ついても地域特性分析（図３）をおこない、その地域類
型についての比較（図４）を行うことで震災の影響を抽
出する。

濃い色のメッシュが推計値＜震災の影響なし＞と実際
の値＜震災の影響あり＞が異なるものであり、震災の被
害さらにはその後の復旧・復興の影響により、地域類型
が変化した地域、震災の影響を受けた地域であると考え
ることができる。同様の分析を、2004年に発生した新潟
県中越地震の被災地についても、震災から５年後（2010年）
の状況について分析を行った。2010年の推計人口（2000年
基準）による地域類型（図５）、2010年の実人口によ
る地域類型（図６）の変化の抽出を行ったものが図７
である。
「震災のあり・なし」での地域類型比較を行った結果

から、まず分かるのは「色の薄い地域」、すなわち震災
を経験しても変化しない＝「震災の影響を受けていない」
地域が大半を占めるということである。特に阪神間の被
災地でその傾向が顕著である。この地域は、元々、大阪

図２　阪神・淡路大震災を経験しなかった場合の2005年の地域類型

図３　阪神・淡路大震災から10年後（2005）の地域類型

図４　阪神・淡路大震災の影響

（出典：佐藤，牧  他，2014）

（出典：佐藤，牧  他，2014）

（出典：佐藤，牧  他，2014）
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漁村における漁村における事前復興計画策定事前復興計画策定の必要性についての必要性について

に通勤可能な良好な住宅地として人気が高く、地域が
元々持っていた力が、震災による物理的被害、復旧・復
興のプロセスを経ても、震災前の姿に戻る力となってい
たと考えられる。

現在、防災力を測る指標として「リジリエンス」とい
う概念が利用される。リジリエンスは「しなやかさ」と
訳され、リジリエンスが高いということは、まず被害が
小さいこと、さらに被害に見舞われても迅速に回復でき
ることを示す。阪神・淡路大震災の被災地は、大きな被
害を経験したが10年後には、災害前の姿に回復しており、
そういった面から見ると、リジリエンスの高い地域で
あったと言える。人口減少が続く新潟中越沖地震の被災
地の状況も基本的には同じで、災害の影響が見られない
地域が大半を占める。

さらに詳細に見ると、震災の影響で前よりも良くなっ
ている地域（「濃い緑」）も存在する。長田区の再開発地
域が「濃い緑」の地区となっており、高齢者が住んでい
た木造住宅が震災で倒壊し、その後、若い世代が入居し
た結果として、人口からみた地域の持続性は向上してい
る。また、人口減少地域においても小千谷市の「持続類
型」の地域では前よりも良くなっている。その一方、旧
山古志村・川口町では「濃い赤」（震災が無ければ依存
類型と推定されていた地域が限界類型）に転じるような
影響が、震災を経験して発生している。地震の被害、復旧・
復興のプロセスを経て各地域がどのような影響を受ける
のか、ということは、災害前の地域の姿により基本的に
決まっており、災害前に良い地域をつくっておくことが、
リジリエンスを高めることに繋がる。

事前復興計画の重要性

もう一度、人口減少が続く東日本大震災の被災地の状
況について見てみたい。地域の持続性を考える場合、ど
ういった人が地域を離れたのかが問題となる。図８は岩
手県沿岸部の年齢別の人口減少率を示したものである。
20代前半とその子供と考えられる0－10歳の子供たちが
地域を離れていることが分かる。これは非常に深刻な事
態であり、地域の持続性が大きく損なわれている。東北

図５　新潟県中越地震を経験しなかった場合の2010年の地域類型

図６　新潟県中越地震から５年後（2010）の地域類型

図７　新潟県中越地震の影響

（出典：佐藤，牧  他，2014）

（出典：佐藤，牧  他，2014）

（出典：佐藤，牧  他，2014）
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i） 宮城県、東日本大震災-宮城県の発災後1年間の災害対応の記録とその検
証，2015

ii） 佐藤慶一，牧紀男，堀田綾子，岸田暁郎，田中傑，被災前の人口トレン
ドが被災地の地域人口構造へ与える影響，地域安全学会論文集No.24，
pp.293-302，2014

iii） Haili Chen, Norio Maki, and Haruo Hayashi, Adapting the Demographic 
Transition in Preparation for the Tokai-Tonankai-Nankai Earthquake, 
Journal of Disaster Research, Vol.5, No.6, pp. 666-676, 2010

同様、人口減少社会であった新潟県中越地震の場合、地
域を離れたのは若い世代ではなく高齢世帯であった。災
害が無かった場合の2030年の東日本大震災の被災地域の
地域類型は図９に示すようなもので、地域の中心部には
持続類型の地域も見られた。しかし、震災の影響で、若
い世代が地域を離れており、2030年の姿は推計と全く異
なっている。地域の持続性を維持するためには地域に若
い人が残ることが不可欠である。

若い人が災害後も地域に残るためにはどうすれば良い
のだろうか。若い世代が地域に残る上で不可欠なのが、
収入を得るための「しごと」、子供の学校、そして将来
についての見通しである。この３つは、防災のための対
策というよりも、将来のまちづくりについての課題であ
る。まちの将来についての議論を、明るい将来展望が描
けずさらに人口が減少する、高齢者は大きな変化を望ま
ない、といった理由でこれまで避けられてきたのかもし
れない。しかし、まちの持続性を高めるための対策を今
から講じなければ、災害がなくても地域存続が危ぶまれ
る。ましてや南海トラフ地震の被害が想定される地域で
は災害後の復興が不可能になる。まずは、将来のまちの
姿を描き、そして、描いたまちを実現することを妨害す
る災害の影響をどう減らすのかを考える、こういった試
みが災害後も地域が生き残って上で不可欠である。

南海トラフ地震で大きな被害を受ける紀伊半島・四国
には数百の漁業集落が存在する。現在、和歌山県の漁業

集落を事例に、まちの将来ビジョンと防災を一体的に考
える試みを始めている。和歌山の経験を踏まえて将来ビ
ジョンと防災を一体的に考える漁業集落の総合的な防災
計画マニュアルを作成し、同様の試みを全国に広げてい
くことで、災害に見舞われても立ち直ることが可能な漁
業集落をつくっていきたいと考える。また、その取組に
ついて本紙でご紹介をできればと思う。

図８　岩手県沿岸12市町村の年齢別人口減少率

図９　2030年の東北地方の地域類型（2010年を基準に推計）
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はじめに

海で生物が豊かに育つには、窒素・リンなどの栄養が必
要であることは広く知られている。沿岸の海の栄養状態に
大きな影響を与える陸域からの窒素・リン流出量を管理す
る流総（流域別下水道整備総合計画）も平成27年１月に大
改革（流総大改革）が答申され、海の豊かさという観点が
加えられた１）。また同時に答申された瀬戸内海環境保全
基本計画においても、海の豊かさが求められるようになっ
た２）。全国の漁獲量が年々減少するなかで、海のきれいさ
だけでなく、海の豊かさも求めることは時代の趨勢となっ
てきたとみられる。

本報告では、沿岸海域の豊かさの基盤となっている栄養
（窒素・リン）がどこから来ているのか、簡単にまとめる。

沿岸の海の栄養は河川下流部からきている

沿岸の海には河川や降水を通じて栄養（窒素・リン）が
もたらされる。全国の陸水（河川・湖沼）と沿岸海域の全
窒素（TN）と全リン（TP）濃度の分布を図１に示す３）。
TN・TPともに、山間部の濃度は低く、下流の平野部（田
園地帯・都市部）で高くなっている。

これを、大阪湾に注ぐ淀川について流れに沿ってみる
（図２）４）。ここで大気降下物は、雨水等に含まれる濃度で
ある。TNでみると雨水中の濃度は約１mg/L（71μmol/L）

沿岸海域沿岸海域の豊かさと栄養豊かさと栄養
－高温・貧栄養・磯焼けの海への－高温・貧栄養・磯焼けの海へのレジームシフトレジームシフト－

藤原 建紀
京都大学 名誉教授

ふじわら・たてき

1949年生まれ。専門分野：沿岸海洋学。1973年大阪大学理学研究科物理学専攻修士課程修了、通商産業省工業技術院（現産業技術総合研究所）、1992年
から京都大学農学部、2003年～ 2013年教授、2014年京都大学名誉教授。

図１　陸水（河川・湖沼）および海水の全窒素（TN）・全リン（TP）濃度

図２　淀川上流から大阪湾に至るTN・TP濃度分布
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であり、河川河口部に匹敵する高濃度である。これが森に
降ると、栄養分は森林植物等に取り込まれ、森林から流出
する渓流水中では低濃度となる。これが滋賀県の田園地帯
で濃度上昇したのち琵琶湖に流入する。琵琶湖の平均滞
留時間は５年であり、この間に流入窒素・リンのそれぞれ
69，90％が除去（沈降や脱窒）され、TN・TPは低濃度と
なる。琵琶湖から流出した宇治川と、木津川、京都からの
都市排水を多く含みTN・TP濃度の高い桂川が合流し，淀
川となって大阪市を通り、大阪湾に注ぐ。

つまり、森林部で低栄養となったものが、河川の平野部
で、元の雨水に匹敵する高栄養（約１mg/L）となり海に
注ぐ。これが、元々低栄養の外海水と混ざり合って希釈さ
れ、濃度低下していく場所が沿岸海域である。このため、
河口域や陸岸近くの栄養濃度は、沖合海域よりもずっと高
くなっている。これが沿岸海域の一般的な栄養分布である。

海底とのやりとり

陸域から流入した懸濁物や、プランクトンの死骸や糞粒
などは沈降し、海底に堆積する（図３）。これの一部分は、
新たに上から沈降してくる粒状物質によって覆われ、その
まま地中に埋まって海水には戻らなくなる。この部分は、
永久堆積物と呼ばれる。

一方、海底面に沈降した粒状物質の多くは、巻き上がっ
て海底近くを漂い、流れと共に移動していく。濁度センサー

付きのCTDで測定すると、ほとんどの海域で底層高濁度
層がみられる。粒状物質のうち移動性の少なくなったもの
は堆積して有機泥層を作る。ただこの層も、台風時や、津
波などでは大きく移動することがある。堆積物は、降って
きた場所にそのまま堆積するわけではない。

海底における鉛直的な物質輸送は、沈降と溶出、埋没の
３つのフロー（輸送）になっている。沈降した有機物は、
海底および直上で分解され、無機栄養塩となって海水中に
戻る。この分解のとき、酸素を消費し、貧酸素水（好気分解）
や、硫化水素（嫌気分解）を発生させる。

海底からの溶出は、もともと上から降ってきた有機物が
無機化してできたものである。このため、海底は、系外か
らの窒素・リン負荷源とはしないことに留意する必要があ
る（よく誤解される）。誤解の原因は、無機態に限ってみ
れば、海底近傍は発生源であることによるのであろうか。
物質循環の科学では、海底と海水の間の窒素・リンのフロー
は、「内部循環」と呼ばれる。
瀬戸内海の窒素・リン収支

図３の３つのフローの中で、埋没する量は堆積速度と、
底泥のTN・TP濃度から精度よく計算される。ここで堆
積速度は210Pb堆積年代測定法で測定される。瀬戸内海の
1980年台のTN・TPの負荷量と埋没量を表１に示す５）。
TN・TP負荷量のそれぞれ17％、48％程度が瀬戸内海内に
堆積し、埋没している。リンの方が埋没する割合が高く、
沈降・堆積しやすいリンの特性を表している（図２の琵琶
湖でも、同じ特性が表れている）。TPの海底に堆積・埋没
していない部分（52％）の大部分は、外海に流出してい
るとみられる（漁獲による取り上げは５%程度）。TNの埋
没していない部分（83%）は、外海に流出するものと、脱
窒により大気に流出するものに分かれる。脱窒について
は、Seitzinger（1988）は多くの河口域で窒素収支を解析

図３　海底における窒素・リンの輸送

瀬戸内海 TN TP

A：発生負荷量（ton／日） 600 40

B：埋没量（ton／日） 100 19

B/A×100 17% 48%

表１　瀬戸内海のTN・TP収支
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し、窒素の流入負荷量の20～50%が脱窒に
よって失われていることを示している６）。
著者らによる瀬戸内海の窒素安定同位体比
δ15N分布調査でも、瀬戸内海中東部で
δ15Nが10～15‰も高くなっており、脱窒
の大きさが覗われた（図４）。

この図は岩礁に生えた大型海藻（ほとん
どがアオサ）の窒素同位体比であり、海藻
が利用した窒素の同位体比を示す（両者の
同位体比の違いは１‰以下と小さい）。北
太平洋中層水の硝酸態窒素の窒素同位体比
は約６‰であり、日本海は５‰程度である。
陸からの窒素供給の多い内湾では、海藻の
窒素同位体比が高くなっており、海藻が陸
からの窒素（河口域で同位体比が上昇して
いる）を利用していることを示している。
瀬戸内海の中東部では陸からの窒素が多いのに対し、西
部では外海からの窒素が多いようである。両者の境界は
本州側では福山－尾道間であり、わずか10kmの距離で窒
素同位体比は５‰も変化する。

いままで、窒素輸送は栄養塩（無機態）だけで調べられ
てきた。全窒素の輸送量を知るため、窒素の輸送量を有機
態と無機態に分けてみた。外海との間の窒素の輸送では、
無機態が外海から内海底層に流入し（次節）、溶存有機態
が流出しており、量的には後者が大きかった７）。

沿岸の海には外海からも栄養がきている

外海に面する沿岸海域では、外海からも栄養がきてい
る。日本周辺の表層海水の硝酸態窒素（NO３-N）の濃度
分布を図５に示す８）。河川水や雨水に比べ一桁低濃度で
あるが、その中でも日本南岸海域（黒潮域）は特に低濃
度である。一方、三陸海岸や北海道（親潮海域）の濃度
は黒潮域よりもずっと高濃度である。この栄養が三陸の
ワカメやカキを育てる栄養となっている。親潮海域のよ
うな、窒素・リンが十分にある海域では、海水中の鉄が
一次生産の制限因子になっていると考えられている。日

本海では、黒潮の影響を受けた対馬海流域で低濃度と
なっているものの、黒潮域よりは若干高濃度である。

親潮の栄養は、海洋大循環の中で蓄えられた栄養であ
る。海洋大循環は、全地球規模の流れであり、北大西洋
で表層海水が沈み込み、深層水となって大西洋を南下し、

図４　大型海藻（アオサ）の窒素同位体比δ15N分布。

図５　 日本近海、表層（０～５m層）の硝酸態窒素（NO3-N）濃度、
年平均値
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南極海で新たに沈み込んだ海水と合流し、太平洋底を北
上し、北太平洋で上昇（上昇速度：１cm/日程度）し９）、
亜寒帯循環流（親潮もこの一部）となる。

亜寒帯循環流の栄養は、海水が沈み込んでから表層に
上昇するまでの間に、表層から沈降してくる有機物粒子
が分解してできた栄養塩が２，３千年かけて蓄積された
ものである。親潮の栄養は、この亜寒帯循環流の栄養に、
アムール川等から流入した栄養が加わって高栄養・低塩
分になったものと考えられている10）。

日本海深層水の栄養は、ウラジオストック沖で沈み込
んだ海水が100～300年かけて栄養塩を蓄積したものであ
る10）。この時間は太平洋の場合よりも短いため、日本海
の深層水の栄養塩濃度は太平洋深層水よりも低い（図６）。
同様なことが、沈降後の経過時間の短い大西洋と、経過
時間の長い太平洋の間にもあることはよく知られており、
太平洋深層水の栄養塩濃度は大西洋よりも高い11）。

鉛直分布（図６）で見ると、上部200mの範囲では、ど
の海域でも深くなるにつれて急速に水温が下がるととも
に、栄養塩濃度が高くなっている８）。海域（三陸沖と東
海沖、奄美・沖縄）によって、深層の低温・高栄養塩水
が表層まで届く状況が異なっている。

大阪湾から紀伊水道をへて南に延びる定線における水
温と硝酸態窒素の断面分布を図７に示す12）。日本南岸で
深層の栄養塩が表層に達する量は、黒潮の流路によって
大きく変わる。紀伊水道南端の陸棚斜面には、低温で高
栄養な海水があり、これが夏季に紀伊水道から大阪湾に
進入してくることがある。つまり数千年にわたって深層
水に蓄積された栄養が、沿岸海域に達する。

陸棚斜面水が上昇したときに沿岸海域に起きることを
図８に示す12，13）。上層の栄養塩濃度が上昇し、植物プラ
ンクトンが増え、クロロフィル濃度が上昇する。植物プ
ランクトンは、懸濁物でもあるので、透明度が低下する。
水温が低下するので海面水位の低下が起きる。

海面近くの水温と水位の変動は大気からの影響を受け
るので、下からの湧昇量の大小だけで変動している訳で
はないが、日本南岸では湧昇量の大小の影響を強く受け、
100m水温・200m水温と水位の間に高い相関がある（図９）。

図６　日本近海、水温と硝酸態窒素濃度の鉛直分布

図８　陸棚斜面水の上昇で沿岸海域に起きること

図７　 大阪湾・紀伊水道をへて、日本南方にいたる測線の水温・
硝酸態窒素濃度の鉛直分布、1990年 7月
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このため、海面水位から、陸棚斜面の水温をかなりの精
度で逆算することができる。

東海沖では、黒潮が蛇行し東海沖で冷水塊（湧昇）が
できた2006年は、2004年に比べ水深50mの水温は8.7℃低
下し、硝酸態窒素濃度は2.6から12.2μmol/Lに増加した。
海岸に近い英虞（あご）湾口の水深20mでは、2006年は
水温が６℃低く、高クロロフィルが続き、透明度も小さ
くなった13）。

外海からの栄養量の減少と
水温上昇・磯焼け

日本南岸で最も上流に位置し、黒潮本流にも近い鹿児
島湾では、多層で水質が長期間にわたって測られている。
これの100m水温とTN、水位を図10に示す14）。ここでも
100m水温と水位に高い相関がみられる。TNは図10（b）
であり、右座標軸に反転して示した。1980年代に、100m
水深で、大きく水温上昇するとともにTNが低下している。
この影響は表層にも及び、表層TN（0.5m層）も低下して

いる。なお、TN低下は、100m水深ではDIN（溶存無機態
窒素）濃度の低下であるのに対し、表層ではDINが元々ほ
とんどないため、有機態窒素（ほとんどが溶存有機態）濃
度の低下となっていることに留意する必要がある。

瀬戸内海の豊後水道南沖についても、1980年中頃以降、
水温上昇が見られる（図11）15）。表層（０m層）は気温と
連動して単調に上昇しているのに対し、50m以深では大き
な振動が見られる。この海域でも水温22℃以下では、低温
ほど高栄養塩であるので、1990年代中頃から高温・貧栄養
のモードに入ったとみられる。

赤道域ではENSO（エルニーニョ・南方振動）によって
２～７年周期で赤道湧昇が弱まる。このとき表層海水は高
温・貧栄養となり、沿岸の海藻群落の消失（磯焼け）が
起きる。一方、日本周辺などの中緯度帯では、数十年周期

（multi-decades oscillation）で水温変動が起きる16）。
図12は日本南岸の海面水温分布（衛星熱映像、2013年

２月28日）である17）。赤い部分が高温の黒潮部である。
黒潮本流から沿岸に向かって高温の帯（暖水ストリーマ）
が延び、室戸岬や宮崎県海岸に達している。このような

図10　 鹿児湾南部の (a) 年平均水位（鹿児島）および100 m水温、
(b) 100 mおよび0.5 mの TN

図９　 熊野灘（尾鷲）の（a）水位平年偏差と、（b）100 m水温
平年偏差。（三重県熊野灘沿岸定線調査、全測点平均）
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海岸では局所的に高温・貧栄養となっており、この状態
が２週間程度続けば、海藻群落の消失・磯焼けが始まる
であろう18）。

日本近海の海面水温の変化（おもに上昇）を図13に
示す８）。これは2012年～2005年の平均水温から1985年～
1994年の平均水温を引いたものである。日本周辺は全体的
には0.5℃程度の上昇であるが、上昇の状況は海域によっ

図12　日本南岸、冬季の海面水温。2013年２月28日

図13　日本周辺の海面水温の上昇量

て若干異なる。図14は、公共用水域水質測定の表層水温
（１m以浅）を県ごとに平均し、さらに類似の変動を示す
県同士平均したものである19）。日本海東北沿岸の水温上昇
は著しく、上昇量は２℃におよぶ。九州東シナ海沿岸お
よび四国はよく似た変動を示しながら上昇している。図13
で局所的に水温低下のみられた島根県沿岸では、時系列

（図14）でみても低下傾向である。

図11　豊後水道南部の水温・水位（細島）、2年移動平均

図14　各地の表層水温の経年変化
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水温とTNの関係はまだよく分かっていない。しかし、高
水温水が貧栄養（無機栄養塩濃度が低い）であることは経
験的に知られている。また、水温が高いと海洋動植物の代
謝も盛んになり、餌・栄養をより多く必要とし、高水温は貧
栄養と類似の影響を生物に及ぼす。日本沿岸の多くの海岸
で水温が上昇しており、これが貧栄養化に拍車をかけてい
る可能性がある。また日本沿岸で続く磯焼けについても、貧
栄養化が水温上昇の影響を強めていることが考えられる。

沿岸海域の栄養状態と漁獲量

沿岸海域の栄養と漁獲量の関係をみるため、富栄養化
前にさかのぼって両者の長期的関係を調べた（図15）20）。
図15（a）の棒グラフは瀬戸内海への窒素負荷量であり、
折れ線は淀川下流のTN濃度であり、棒グラフを補うもの
である。図15（b）は瀬戸内海の漁獲量である。両者はよ
く対応しており、TN負荷量が増加すると漁獲量は増加し、

TNのピーク期に漁獲量のピークとなり、TN負荷量が減少
すると漁獲量も減少している。

TNのピーク期でも、前半は「きたない海」であり、後
半は「かなりきれいになった海」であるが、漁獲量のグラ
フではその違いが分からない。海の巨大な希釈・浄化能力
により、陸から入る有機汚濁物質は、河口・岸近くの海域
で自然浄化され、沖合海域へのインパクトが緩和されてい
たのであろうか。

瀬戸内海では、近年、陸域からの栄養負荷量が減少し、
海域のTN濃度が直線的に（ばらつきが少なく単調に）低
下している。また漁獲量も同様に低下している。図16は、
大阪湾および（大阪湾を除く）瀬戸内海のTNの経年変化
である21）。y軸の原点は、外海表層のTNの最小値0.1mg/L
である（図10（b），0.5m層のTNを参照）。

陸域からの大きなTN負荷が直接流入する大阪湾のTN
も、隣接する瀬戸内海（大阪湾を除く）のTNも、外海の値
に向かって減少している。減少の傾向を仮に直線で延長す
ると、どちらも2025年頃に外海の最小値に収束してしまう。

沿岸海域を長年にわたってみていると、海の貧栄養化
は、漁獲量の低下を招くだけでなく、生態系の回復力の低
下を起こしているようにみえる。もともと沿岸の海は、出
水による極端な塩分低下や、台風による攪拌など大きな環
境変動にさらされ、間欠的に個体数を大幅に減らすことも
珍しくない。しかし、陸からの豊富な栄養供給に支えられ
た強い繁殖力で、擾乱が通り過ぎた後、速やかに回復して

図15　（a）瀬戸内海への窒素負荷量、（b）瀬戸内海の漁獲量 図16　大阪湾および大阪湾を除く瀬戸内海のTNの経年変化
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いた。長年にわたって天然の潮干狩りに行っていると、海
域の貧栄養化が進むにつれて、この回復がだんだん遅く
なっていくのが感じられる。海岸によっては、何年待って
も回復しなくなった。また春のワカメも、個体数は多いも
のの、痩せて薄くなり、味がしなくなってきた。

終わりに（森林と砂、海）

最近、森林について勉強している。太田猛彦名誉教授
の「森林飽和」（NHKブックス）を読んだ22）。日本の森林
が回復し、これが山地の表層崩壊を減らし、土砂災害犠牲
者数を劇的に減らしてきた一方、海岸への砂供給は減り、
海岸浸食の増加・砂浜の減少を起こしていることを、歴史
的経過も含めて詳しく説明している。

また、「かつて里山を中心に衰退していた日本の森林は、
わずか四、五十年の間に回復して、四百年ぶりともいえる
豊かな緑を取り戻している。いまや日本は世界有数の森林
大国なのである。

この基本的事実を正確に認識せず、二十世紀の後半に
森林を消失させた途上国と同様に、日本の森は減り続けて
いると誤解して、平気で環境問題を語っている事例が多す
ぎる。」とも述べている。

陸から海に供給される窒素・リンについても、状況は似
ている。河川や湖沼の水質改善に窒素・リン負荷量削減は
必要であった一方、日本南岸では内湾の貧栄養化を招いて
いる23）。日本の内湾では、途上国のように富栄養化が進行
しているわけではない。

1941年生まれの「森林飽和」の著者は、学生時代の砂防
学は「ひとかけらの土砂でも出てこないほうが良い」時代
であったのに対し、山地保全の新しいコンセプトとして「土
砂災害のないように山崩れを起こさせ、流砂系に土砂を供
給する」を提唱し、「少なくともそのような劇的な発想の
転換が必要なステージに入っていることは間違いない」と
述べている。

我々は、外海から供給される栄養量を変えることはでき
ない。一方、陸域から入る栄養量は変えることができ、陸
域から流出する窒素・リン量は少なければ少ないほどよい

として減らしてきた。平成27年１月の「流総大改革」は、
まさに劇的な発想転換であり、海の必要な時期・場所に栄
養を届ける仕組みを組み込んでいる。この大改革を生かす
ことを期待したい。
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瀬戸内海国立公園の指定80周年でした。いずれも私はコー
ディネーターやパネリストなどで記念行事にも参加をさ
せていただきました。こうした中で今、豊かな瀬戸内海
を目指そうという方向性が固まってきたのですが、「豊か
な瀬戸内海」とは何かと言うと、なかなか難しいのです。
少し歴史を振り返ってみます。広島県の東部に芦田川
という一級河川がありまして、その河口域に草戸千軒と
いう700～800年前の中世の遺跡があります。その研究を
している人に直接聞いたのですが、体長１ｍ以上のマダ
イの骨が出てくることは決して珍しくはないそうで、か
なり素朴な漁業で大きな魚がたくさん獲れていました。
また、今から約100年前、明治の開国で外国人が日本に
たくさん入ってきます。シルクロードの命名者でもある
リヒトホーフェンというドイツの地理学者が瀬戸内海の
景観と環境を絶賛しています。「大小無数の島嶼…広い区
域に亘る優美な景色で、これ以上のものは世界の何処に
もないであろう。…幸福と繁栄の象徴がある。…既に天
国ができあがっているのだ。」２豊饒の里海のようなイメー
ジを、少しオーバーではないかという表現で書いていま
す。この話のミソは、リヒトホーフェンさんは単なる一
旅行者ではなくて、国際的な地理学者で世界のさまざま

はじめに

今日は、瀬戸内海を事例的に取り上げます。瀬戸内海
では、日本各地で起きた公害や汚染が先行して起きた経
緯がありますので、環境や生態系がどう変わったのか、
それに伴う環境保全施策の変遷を振り返って現状とその
位置づけを明らかにします。さらに、将来の方向性を見
定めて、水産環境整備のあり方について里海の視点から
展望させていただきます。

瀬戸内海の環境や生態系は
どのように変わったか

瀬戸内海はどのような海かということですが、瀬戸と
は備讃瀬戸とか速吸瀬戸というように海峡部を指します。
瀬戸内海はこうした狭い瀬戸と広い灘が連続している日
本最大の閉鎖性海域です。また、日本最初の国立公園で
もあります。特徴としては、黒潮水系的な外洋水の影響
の強いところから、非常に河川水の影響の強い内湾域ま
で、いろいろな環境があります。
瀬戸内海は、最近いろいろな節目を迎えています。昨

年（2013年）はいわゆる瀬戸内法１が制定されて40周年
で、記念行事などもありました。また、今年（2014年）は、

平成26年12月11日に当研究所主催による第８回調査研究成果発表会を開催しました。このうち第二部「豊かな生息環境

の創造に向けて～水産環境整備の取り組みと今後の展望～」について広島大学名誉教授 松田治先生の基調講演の要旨と、

その後行われたパネルディスカッションを紹介します。

水産環境整備の必要性について
～里海の視点からの提言～

松田 治
■広島大学 名誉教授

昭和19年生まれ、東京大学農学部水産学科卒業、農学博士。
略　　歴： 昭和46年より平成15年まで広島大学（水畜産学部・生物生産学部・生物圏科学研究科）に在任して

瀬戸内海等の研究・教育に従事。
専門分野： 水圏環境学、水域物質循環論、沿岸環境管理論など。現在、瀬戸内海研究会議顧問、海洋政策研究

財団特別研究員、中央環境審議会水環境部会委員、国際エメックスセンター理事などの他、香川県
かがわ「里海」づくり協議会アドバイサー、三重県志摩市里海創生推進協議会委員などとして地域
の里海づくりも進めている。

プロフィール

講演

１ 瀬戸内海環境保全特別措置法　２ 海老原訳「支那シナ旅行日記」



17漁港漁場漁村研報 Vol. 37

な海を全部見て歩いている人ですので、かなり信憑性が
高いということです。しかし、心配もしています。「この
状態が今後も永続するよう祈りたい。この最大の敵は文
明と、これまで知らなかった欲望の出現である。」と100年
少し前に書いているわけです。ところが、それが50年、
60年経たないうちに、ズバリ当たってしまったわけです。
これだけ豊かだった瀬戸内海の環境は60年代、70年代に
急速に悪化し、「瀕死の海」と呼ばれ、国際的にもDying 
Sea（死にかかった海）と言われました。たくさんの裁判
や赤潮訴訟といった問題にもなったわけです。公害の時
代の到来です。
今から41年前、1973年に瀬戸内法という、できたとき

は臨時措置法ですが、瀬戸内海限定の法律ができまし
た。この法律の興味深い点は、適用範囲が海域だけでは
なくて瀬戸内海に流れ込む川の流域となっている点です。
皆さん、ご承知と思いますが、日本の海の管理、水質保
全制度は、閉鎖性海域とそれ以外の海域に分かれていま
す。日本の閉鎖性海域は88海域ある中で、東京湾、伊勢
湾、瀬戸内海とそれ以外に分かれます。東京湾、伊勢湾、
瀬戸内海には総量削減の制度が課されています。中でも
瀬戸内海は水質汚濁防止法だけではなくて瀬戸内法があ
りますので、一番厳しいルールが課せられてきたとこと
になります。そういった制度ができたおかげで、例えば
COD、全窒素、全リンの流入負荷が削減され、こうした
政策の成功例として、外国の大学などでも教材に使われ
ています。
例えば、水質的な指標の代表例として赤潮の発生件数

を見ますと、大体ピーク時には年間300件起きたのです。
それが、瀬戸内法ができ、窒素やリンの流入が削減され、
最近では、年間100件前後です。赤潮発生範囲も当時は瀬
戸内海のほぼ全域でしたが、現在では比較的限られた海
域となっています。
瀬戸内法の柱で、特に水質汚濁防止法と違う点は、埋

め立ての抑制がかかっている点です。瀬戸内法ができた
後、毎年の埋め立て面積は、急減しました。しかしなが
ら、埋め立ての全面禁止ではありませんので、さまざま
な形で埋め立ては続きました。すなわち、埋め立て面積
が増える速度は緩くなりましたが、毎年累計面積は増え、
最近では大体、３万ヘクタールが既に埋め立てられてお

ります。結果として、例えば大阪湾の奥部では、自然の
海岸線、浜はほぼなくなりました。藻場や干潟も失われ
たわけです。一方、市民生活から見ますと、かつてはこ
こで潮干狩りをしたり、散歩をしたり、泳いだりと、一
種のオープンアクセスが自然の浜辺にあったわけですが、
それがなくなったということです。私どもは「海離れ」
と言っていますが、子どもたちを含めて、普通の人が海
に接する機会が非常に限られてきたわけです。
生物多様性はどうでしょうか。システマティックなデー
タベースはありませんが、広島県の呉の近くの６定点で
50年以上にわたって調査を続けている例があります。毎
年、同じ時期に同じ方法で調べて、そこに出現する海岸
生物の種類数は1960年代まではどこでも多かったのです。
それが、激減して、90年代ごろに非常に低くなり、最近、
少し回復の兆しがありますが、当初に比べると生物種類
が少ないままです。すなわち、生物多様性が非常に貧弱
になった状態が現状に及んでいるということです。
漁業生産はどうでしょうか。養殖を含まない、いわゆ
る漁獲漁業では1980年代中ごろまでカタクチイワシやイ
カナゴといった魚が増えたので、総漁獲量は増えました
が、その後ずっと漸減です。今は、ピーク時の約半分～
半分以下です。中でも特徴的なのは、アサリなどの貝類が、
現在はほとんど採れてません。
それからもう一つ、先ほど、瀬戸内海には流入河川が
多く、その集水域が瀬戸内法の対象範囲になっているこ
とを言いましたが、60年代～80年代の中ごろまで、そこ
にダムがたくさん建造され、現在では約600のダムと河口
堰が流域につくられています。これだけダムや河口堰が
できれば、当然、川からの流入物質の量と質が変わりま
すので、当然、瀬戸内海にも大きな影響を与えたと考え
られますが、定量的な研究は進んでいないのが現状です。
このような瀬戸内海の環境と生態系の変化については、
変動要因と生態系サービスの相互関係の視点から簡略に
図式化をした見取り図で考えられます。
瀬戸内海の環境が変わった原因といっても、間接要因
と直接要因があります。背景的な間接要因としては、都
市化や都市域への人口集中があります。これが中山間地
や島嶼部の過疎化の原因にもなっているわけです。加え
て、工業地帯が多いですから、工業化、それから農薬や
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化学肥料をたくさん使う、いわゆる農業の近代化、さら
に、先ほどのダムなどを含めた防災事業といったものが、
間接要因になっています。やや具体的な要因としては、
汚染負荷の増大、埋め立てなどによる土地利用の変化や
河川工事、海岸の護岸工事といったものが挙げられます。
このうち、例えば汚染負荷は水質汚染や富栄養化、赤潮
につながり、環境や生態系へ影響します。これらが複合
的に関連して、生物多様性や生物生息環境の喪失が起き
たということです。以上の結果として、生態系サービス
のうち、供給サービスのような海からの水産資源、食料
の供給が衰えるというのが全体的な見取り図です。これ
を取り戻そうという動きの中で、性質は違いますが水産
環境整備ですとか、あるいは里海づくりが進められてき
たわけです。

環境保全施策の変遷と水産環境整備

それでは、この間に法律や制度がどう変わったのでしょ
うか。今、便宜的に2000年までと2001年からに分けて考
えます。今日は時間がないので、法律の名前だけでざっ
と見ます。
60年代に公害対策基本法、公害が重要だったというこ

とがわかります。70年代に入って、環境保全関係の法律、

90年代には地球環境問題が台頭してきて、地球サミッ
ト、それから90年代の終わりには、河川法、海岸法、
港湾法が改正され、環境配慮や住民参加という考え方
が導入されました。
21世紀に入ると海や水産に関係する法律が非常に大
きな変化を見せます。今日、お集まりの方には一番関
係が深いと思いますが、2001年に水産基本法が制定さ
れ、水産資源の持続的利用というテーマが充実されま
す。2001年の自然再生推進法、2002年の有明海・八代
海再生特別措置法で再生というキーワードが法律の
名前に入ってきます。それから、2007年に海洋基本法
ができ、沿岸域の総合的管理が沿岸についての重要な
テーマになりました。2007年の第１次安倍内閣の時に
21世紀環境立国戦略ができ、「里海」がテーマになっ
てきます。これを受けて、第３次生物多様性国家戦略
に里海が入りました。それから、2010年に名古屋で愛

知ターゲットなどを決めた生物多様性条約のCOP10が開
かれましたが、それに合わせるように2008年に生物多様
性基本法ができます。それで、ちょうど2009年から水産
環境整備の具体的な議論が進んできた形になります。
ごく大ざっぱに瀬戸内海の環境管理の流れ、瀬戸内法
の約40年を見ますと、初期には規制行政を中心にした公
害対策でした。つまり、悪いものが出るのをストップする。
それから環境保全という、良いものは残しましょう的な、
やや消極的な保全策が政策となってくるわけです。それで
21世紀になり、自然再生や里海づくり、あるいは水産環境
整備がテーマとなります。手をこまねいているだけでは、
自然の力でなかなか回復できないぐらいまで海の状況は
悪くなったと言っていいかもしれませんが、より積極的な
保全策が政策としてとられるようになったわけです。
社会経済体制のほうも、高度成長期の頃は「大きいこ
とはいいことだ」という感じで、大量生産、大量消費、
大量廃棄が日本のあり方でした。しかし、これではとて
も日本のような国ではやっていけないということで、現
在では法律的にも持続的な循環型社会を目指すことに
なっています。エコやリサイクルが日常生活にも及んで
いるわけです。海や川がらみでは、流域管理とか、森・川・
海の連携、あるいは沿岸域の総合的管理が大きなテーマ
になりました。

瀬戸内海の環境と生態系
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ということで、瀬戸内海の変化を非常に大ざっぱに
概念図にまとめます。これはもともとの環境省の図に
私が手を入れたものですが、縦軸に水質がよい（上）、
悪い（下）ととります。横軸に自然環境の質、イメー
ジとしては生物生息環境のようなものをよい（右）、悪
い（左）ととります。
そうすると、日本の高度経済成長の前には、水質も

その他の生物環境などもよかったのです（右上）。と
ころが高度経済成長期の環境悪化を通じて、昭和40年
代の後半、瀬戸内法ができたのが48年ですが、水質も
その他の状況も、それまででは最悪になりました。そ
れで瀬戸内法やいろいろな仕組みをつくって、右上に
戻すつもりで、関連する制度もつくったのです。とこ
ろが、それから30年ぐらい経ってみると、水質は確か
によくなり、縦軸は上がってきました。ところが横軸
はむしろ回復しないどころか、場合によっては悪く
なっているものがあり、水産資源も減ってしまいました。
このまま手をこまねいていると、水質はさらによくな

るかもしれないけれども、元の右上の状況には戻らない
ということで、円滑な物質循環や豊かな生態系を目指す
ためには、もう少し積極的なアプローチが必要というの
が、瀬戸内海での今後の目指す方向性です。
関連して、例えば農林水産省でも2007年に農林水産省

版の生物多様性戦略をまとめています。私はこの検討に
加わったのですが、従来の農業、林業、水産のあり方には、
生物多様性に負の影響を与えるような部分もあったので、
いわば反省の上に立ち、これからどうしようかを考えた
のです。それで海に関しては、里海、海洋の保全、藻場・
干潟や、森・川・海を通じた生物多様性の保全などがテー
マになったわけです。
水産環境整備については、「海洋・沿岸域における水産

環境整備のあり方」が、2009年にとりまとめられています。
背景として、ピーク時の約半分となった漁業生産量、資源
水準の低迷、藻場・干潟の大幅な減少、貧酸素水塊の発
生と底質の悪化があります。これは瀬戸内海についてだけ
言っているのではなく、日本中なのです。実は先ほど紹介
した瀬戸内海とほぼ同じ状況が日本中で起きているので、
水産生物の生活史、成長段階に対応した生態系全体の生産
力の底上げが重要です。また、従来の魚礁は、どちらかと

いうと、とりたい魚だけ集めてとるいう目的があったかと
思いますが、点から空間へ、あるいは環境基盤の重視とい
うことで、この水産資源の増大とともに、豊かな生態系の
維持が大きな目的になってきたわけです。2010年には、よ
り具体的な「水産環境整備の推進に向けて」という指針が
できました。従来はかなり点的で、特定の魚種だけを対象
にしていたのに対して、面的に生活史全体をカバーするよ
うな空間で、生態系全体をケアしましょうという、かなり
大きな考え方の違いが生まれてきたわけです。

里海の考え方と「里海づくり」の進捗

皆さん、里山というと、大体イメージが湧くと思うの
ですが、里山の森というのは、原始林や原生林ではなく、
長い間、持続的に保全されながら利用されてきた、ある
いは利用されながら保全されてきた森です。それでキノ
コをとったり、薪をとったり、かつては薪炭林としての
需要も大きかったのです。それから、落ち葉を肥料にす
るとか、農業と密接につながった景観や生態系です。里
海というのは、ものすごく簡単に言うと里山の海版です。
「森は海の恋人」というフレーズがありますが、里山に比
べて里海は後発組ですので、里山の弟分という感じです。
里海の学問的な定義は、九州大学におられた柳先生によ

瀬戸内海の過去 ･現在と今後の方向性
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り「人手が加わることにより、生物生産性と生物多様性
が高くなった沿岸海域」とされています。人手を加える
というのはどういうことかと、いろいろ議論があるので
すが、一般的にはもう少し広い形で地元主導で豊かな海
をつくるような活動は、大体里海づくりと位置づけられ
ています。海洋基本計画ですとか、いろいろな国の戦略
などにも里海が既に入っております。環境省が指導した
2008～2010年度の里海創生支援事業では、日本中にいろ
いろなモデル海域を選定して、そこで調査をしたり、市
民活動などを推進したりして、これらをまとめ、里海づ
くりマニュアルをつくりました。さらにいろいろな広報
活動や国際展開のようなことも図られたわけです。
この過程の中で「里海ネット」３というウェブサイトを

つくりました。この中にかなり里海関係の基本的な情報
や、どこに行けばどういうことがわかるということが書
いてありますので、もし、里海にご関心のある方は、ア
クセスをしていただくといいかと思います。
里海創生に関わる重要な視点として、まず、３つ要素

があります。１つは「生態系」です。具体的には、生物
多様性と生物生産性ですが、資源管理も含め、生態系を
充実する。もう１つは栄養塩や汚染物質、水を含めて、「物
質循環」の重視です。ここまでは従来の環境再生とかに
近いわけです。もう１つは、先ほど大阪湾の例で、海が
遠くなったと話しましたが、海と人間の「ふれ合い」の
重視です。また、里海の実践の場と活動の主体、すなわち、
どこで誰が行うかで、いろいろな里海がありますので７
類型に分類されています。分類すること自身にはあまり
大きな意味はないと思いますが、少しわかりやすくする
ために紹介させていただきます。
①漁村型の里海は、漁村を主体とした活動です。具体

例としては、石
いし

干
ひ

見
み

という伝統漁法がありますが、地元
の人が石を積みまして、ここが生物の生息環境にもなり
ます。②都市型は、都市近郊で藻場の整備などを行うよ
うな保全活動です。③ミティゲーション型は少しわかり
にくいですが、よく例で出てくるのは関西国際空港です。
あそこは泥場の何もない海に人工島や飛行場をつくった
わけですが、その周囲を普通のコンクリートの垂直護岸

にしないで緩傾斜石積護岸にしたわけです。そこにたく
さんの海藻が繁茂し、多様な生物の生息環境になりまし
て水産資源の拡大にも寄与していると考えられているわ
けです。それから、④流域一体型です。最近ではいろい
ろな活動がなされていますが、森から海までをつなげる
ような里海づくりです。⑤体験型は、先ほどの都市型に
かなり近いですが、体験型の環境学習等です。少し特殊
なのは⑥鎮守の海型です。例えば瀬戸内海の宮島、大き
な鳥居が有名で世界遺産にもなっていますが、あの周辺
は神域でもありますので、歴史的に非常に長く禁漁区に
なっていて、現在でも禁漁区です。ですから、ある意味で、
海洋保護区（MPA：Marine Protected Area）的な里海
と言えるかもしれません。それから、⑦複合型という類
型化もなされています。
瀬戸内海に戻りますが、瀬戸内海をこれからどうしよう

かという議論、検討がこの３～４年に非常に盛んになりま
した。2010～2011年にかけて、今後の瀬戸内海の水環境の
あり方の論点整理がなされました。これを受け、今度は環
境大臣から中央環境審議会に瀬戸内海はこれからどうし
たらいいかという諮問がなされたわけです。2012年の10月
に答申が発表されました。その中では、新たな課題とし
て失われた干潟や藻場の再生、生物多様性の劣化や海水
温の上昇などがあります。さらに、従来の瀬戸内海一律（途
中から大阪湾とそれ以外に分かれた）ではなくてもう少し
きめ細かく湾灘ごと、あるいは季節ごとの水質管理や底質
環境の改善などがテーマとなりました。それから、地域に
おける里海づくり、後のパネルディスカッションで出てく
ると思いますが、科学的データの蓄積や順応的管理が導
入されました。全体としては、豊かな瀬戸内海というのが
キーワードになってきたということです。
瀬戸内法に基づいた国レベルでの瀬戸内海環境保全基
本計画というのがありますが、現行のものは2000年にで
きたので、もう14年経ちました。その大幅な改定作業が、
この２年間ほど進められておりまして、今年の10月に内
容がまとまりました。そのあらましを紹介しますと、現
行の瀬戸内海の基本計画は水質保全と自然景観の保全の
２本柱でした。それをこれからは４本柱にする。水質と
文化的景観を含めた保全以外に、沿岸域環境の保全・再生・
創出というテーマと、持続可能な水産資源管理の推進を３ https://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/
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加えて４本柱になったわけです。その
うち、この新しい２つは、水産環境整
備とも非常に関係の深いテーマという
ことになります。

水産環境整備と
「里海づくり」の共通点と
相違点

水産環境整備と里海づくりの共通点
としては、まず、水産環境整備は生態
系全体の生産力の底上げを通じて、水
産資源の増大と豊かな生態系の維持を
目指しています。一方、里海づくりも、
生物生産性、生物多様性の向上を通じ
て、豊かな海づくりを目指しています。
それから先ほど紹介した、「生態系」と
「物質循環」と「ふれ合い」を３大テー
マとしています。しかし、水産環境整
備には生物多様性の増幅機能を持たせることが可能です
し、物質循環の促進機能を発揮させることも可能と考え
ています。従って、水産環境整備の機能を広めに考えれ
ば、物質循環と生物多様性も里海との共通点となります。
一方、水産環境整備と里海づくりのアプローチの違いと

しては、まず水産環境整備には政策的、大規模な公共事
業的なものが多いわけです。ですから、ハードやシステ
ムが中心です。これには政策や大規模な予算が必要です
から、どうしてもトップダウン的な傾向になります。一方、
里海づくりの方は自発的で地域主導型と言っていいと思

中央環境審議会答申の概要

瀬戸内海環境保全基本計画
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います。あまりお金もかからないソフト中心で、生活や
暮らしとの関係の深い活動であり、自主的な、いわばボ
トムアップ的な傾向が強いわけです。ところが、今はな
かなかトップダウン的な政策だけでは、地元が動かない
のです。安倍さんがこう言ったから、すぐに日本中が動
くかといったら、そうはいきません。ですから、ボトムアッ
プ的な動きにもつなげる必要があります。一方、ボトム
アップ的な活動だけではなかなか予算や制度の支援は受
けられません。従ってトップダウン的なアプローチと、
ボトムアップ的なアプローチを組み合わせることが非常
に重要になるわけです。そういう意味では、この水産環
境整備と里海づくりは、補完的な性質を組み合わせるこ
とができるので、いいペアになりうると考えています。

水産環境整備と
「里海づくり」をつなぐ提言

初めの提言は水産環境整備と里海づくりの双方の特徴
を生かして、トップダウンとボトムアップの相乗的な効
果を発揮させようということです。特にモニタリングや
システムのメンテナンスをずっと長期的に続けようとす
ると、予算がいつまで続くかわからなかったりするので、
もう少し様々な地元の活動や漁師さんの活動、NGOや学
生さんと連携する必要があるということです。そういう
面でも水産環境整備と里海づくりをつなぐことができま
す。このようなつながりができると、いわば地域の生物
相や水産資源が豊かになるわけですから、里海づくりと
しても、メリットが大きいことになります。
ここで、少し里海の国際的な展開について紹介します。

中国の上海であった国際会議の例では、里海セッション
が開かれたり、最終日の「上海宣言」で里海の重要性が
取り上げられたりしました。それから、2010年の名古屋
COP10では、里海に関するセッションやワークショップ
がたくさん行われました。外国人もたくさんセッション
に来ましたが、さらにそれが機会となって、生物多様性
条約事務局から、日本の里海に関する英語の本４が出版さ
れました。この中に日本の知床から沖縄までの事例研究
が載っており、私も執筆させていただいています。それ
から、国連大学が中心になった、サブ・グローバル・ア

セスメントという、国連スキームによる日本の里山里海
のアセスメント結果が英語の本５として出版されました。
全訳ではありませんが、朝倉書店から日本語訳６も出てお
ります。さらに比較的最近では、2011年にアメリカ東部
のチェサピーク湾で里海セッションが開かれたり、2012年
には地中海の学会とのジョイントで開かれたトルコの国
際会議でも里海がテーマになりました。また、今年３月に
NHKスペシャルという番組で「里海　SATOUMI　瀬戸
内海」が全国放映され、次第に全国的にも里海が広がり
ました。
里海が国際的に注目される理由は、基本的に里山と同
じです。つまり保全一点張りとか利用一点張りではなく
保全と利用の調和がはかられている点です。海洋保護区
との関係性が深い生態系管理やトップダウンとボトム
アップの組み合わせにも関心が持たれています。
２番目の提言は、水産環境整備では生物多様性の増幅
機能と物質循環の促進機能をもう少し正面から謳っても
いいのではないかということです。また、それらの機能
を科学的にわかりやすく示す必要がありますが水産資源
水準の低下は国際的な大問題ですから、日本で今、進め
ている水産環境整備という考え方や技術体系が、生態系
管理や、より積極的な海洋保護区の管理にも役立つので
はないかということです。最終的には生態系全体の底上
げを目指す水産環境整備の推進がぜひ必要です。里海は
国際的な評価もある豊かな海への道筋ですので、両者を
相乗的に作用させたいということです。最後に水産環境
整備の仕組みと里海づくりの取り組みを連携させ、日本
の沿岸海域は広いですから、そこに豊かな海をつくりま
しょう。里海づくりでは、立場に応じて取り組みながら
息を長く、一方、水産環境整備など大型の公共事業です
と、予算が切れた後がなかなか難しいところがあります
ので、そういう面でも里海と長所を補い合えるのではな
いかと思います。
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第８回調査研究成果発表会
パネルディスカッション

豊かな生息環境の
創造に向けて
～水産環境整備の取り組みと今後の展望～

瀬戸 雅文
■ 福井県立大学 
海洋生物資源学部 
教授

中西 豪 
■ 水産庁 
漁港漁場整備部 
計画課 計画官

山下 正晶
■ 兵庫県 
前農政環境部 水産課
漁場整備班長

真田 康広
■ 大分県 農林水産部 
水産振興課 
課長補佐

田中 丈裕
■ NPO法人
里海づくり研究会議 
事務局長

伊藤 靖
■ （一財）漁港漁場漁村
総合研究所 
第２調査研究部 部長

パネリストパネリスト パネリスト

パネリスト パネリスト パネリスト

趣旨説明

安永　昭和51年に始まった沿岸漁場整
備開発事業を基盤として、新たに「環
境基盤の重視」、「点から空間へ」、「資
源や環境変動への対応」の３つを理念
とした水産環境整備事業が平成22年に
創設されました。既に全国15地区にお
いて計画が策定されていますが、事業
の出発点であるマスタープランの作成
から事業実施、効果評価までの一連の
過程には、事業主体にとって対応が難
しいさまざまな課題が横たわっている
ようです。こうした点を背景に、本日は、
以下の３つの論点について情報提供や
意見交換をしたいと思います。１つ目は、「水産環境整備
事業の創設の背景と取り組みの状況」について、２つ目は

「水産環境整備事業における、実効性のある漁場管理に向
けて」、３つ目は「今後の水産環境整備事業のあり方」です。

安永 義暢
■元 日本海区水産研究所長

座　長
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水産環境整備事業の一層の効果的、効率的な推進や、今
後想定される次期長期計画の策定に向けて、課題や解決
策を具体的に明らかにするために、パネルディスカッショ
ンを企画しました。

水産環境整備事業の創設の背景と
取り組みの状況

安永　まず、水産庁の中西さんから、当事業の創設の経緯、
理念、進行状況等についてご説明いただきます。
中西　漁場整備が事業として創設された背景を振り返っ
てみたいと思います。
漁場整備が事業化されたのは昭和27年です。当時は客

土・耕耘、藻場造成に対する支援制度をつくったという
ことで、今でいうところの増殖場あるいは海域環境の保
全というメニューに分類されるものです。続いて昭和
37年に「沿岸漁業構造改善促進対策事業」が創設されま
した。この背景として、漁業従事者のうち８割位が沿岸
漁業にもかかわらず、生産高が非常に少ないことが挙げ
られました。そのため、魚礁、増殖場、耕耘等の対策を
総合的に行うことにより、生産性の向上を図るものです。
次の契機として、昭和49年、沿岸漁場整備開発法が制

定されました。この法律では漁場整備と栽培漁業の推進
が同時に進められました。アワビやイセエビ等の沿岸性
の中高級魚種の価格が10年間で３～４倍と高騰するな
ど、その当時の国民所得向上に伴って、食文化が多様化
し、生産が追いつかないという社会情勢の変化が背景と
されております。この法律制定から２年後の昭和51年に
は、第１次沿岸漁場整備開発計画がスタートしました。
ここで多くの漁場整備のメニューが公共事業化されまし
た。その後、第４次（沿岸漁場整備開発計画）まで行わ
れました。
その後、大きな転換点として、平成13年に漁港漁場

整備法が制定され、水産基盤整備事業がスタートしま
した。これは漁獲から水揚げ、流通までの一貫した整

備を一つの計画の下で実施するものです。また、平成
19年にはフロンティア漁場整備が創設され、排他的経
済水域における国直轄の漁場整備に関する事業制度が
誕生しました。
そして、平成22年には、水産環境整備事業が創設され
ました。松田先生の基調講演にもありました通り、「環境
基盤の重視」、「点から空間へ」、「資源・環境変動への対応」
を理念としています。「環境基盤の重視」では、生態系を
構成するのは魚介類だけではないので、生態系ピラミッ
ドの下部についても、目を当てるべきというものです。「点
から空間へ」では、水産生物の生活史を踏まえ、これま
での点的な整備から空間的な整備に変わります。「資源・
環境変動への対応」については、具体的には海域全体を
とらまえた全体的な計画、多様な主体による実施体制、
モニタリングが挙げられます。モニタリングの実施後は、
PDCAサイクルを回していくという考えの下に設計をさ
れています。
現在では全国15地区で水産環境整備マスタープランが
策定され、全国的に広がってきました。一方、日本全国
の漁業生産量に着目すると、全体としては平成24年で
486万トンですが、このうち漁場整備に関係する沿岸漁場
については、109万トンであり、長期的には減少傾向を示
しています。また、資源評価に着目すると、全体の約半
数の資源水準が低位と評価されています。こうしたこと
から、水産環境整備を通じて、生産力の回復を図ること
が重要です。
安永　水産環境整備事業の創設時の検討会の委員を務め
られている瀬戸さんと田中さんに、検討会で重点的に論
議をされたことについて補足説明をいただけたらと思い
ます。
瀬戸　農業で作物を収穫するためには、土を耕し、肥料
をやり、種蒔きした後にも、追肥や雑草駆除などの管理
を行う必要があります。一方、水産業は資源を適切に管
理していれば、持続的に利用可能な「自律更新資源」と
して、これまで営まれてきたわけですが、この辺りの状

講演

豊かな生息環境の創造に向けて ～水産環境整備の取り組みと今後の展望～
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況が少し変わってきているのではないのでしょうか。
豊かな海の形成過程を図示しました。わが国の津々浦々

は、個性豊かな自然環境に恵まれています。海の生物た
ちは、津々浦々の環境に適応しながら進化を遂げてきた
と考えられます。環境が変化しない世界では、その環境
に一番適した生物が優占し、種は単調化します。生物の
多様性を守るためには、適度な物理的な撹乱が必要なの
です。例えば低気圧の通過に伴う高波浪で、静かな環境
を好む生物がいなくなると、新しい生物が入り込むチャ
ンスが生まれます。適度な物理的攪乱が、発生機会の平
等化、あるいは遷移の引き戻し効果として機能すること
によって、多様な生態系が構築されているのです。
適度な物理的な撹乱を前向きに捉えて、「環境変動へ

の対応」を行う中で、様々な物質が生命活動を通して海
の隅々まで循環し、行き渡るようになります。消波構造
物など海岸保全施設の整備に伴い、物質の流れが停滞し
た浅場を再生するためには、農業と同様に海を耕し、必
要に応じて肥料を散布するなど「環境基盤の重視」が求
められます。さらに、水産生物の時空間
的な生活史に適合するような「点から空
間へ」の拡がりに配慮した漁場整備も大
切です。豊かな海を取り戻すための取り
組みが水産環境整備ではないかと考えて
います。
田中　瀬戸先生の話を改めてお聞きしま
すと、里海と通じるところが多々ありま
した。人手による適度な撹乱を加え、極
相に至らないようにするのがまさに里海
ですし、先ほど松田先生のお話にもあり
ましたが、物質が隅々まで循環する海を
つくるのが里海の実現に向けての条件で
す。また、２ヵ年にわたる水産環境整備
の検討会では、松田先生、瀬戸先生とご
一緒させていただきましたが、いつも瀬
戸先生が理論的な話をされ、私が雑駁な

話をすることが多かったので、今日もそういう流れにな
りそうです。
私はこの検討会では、一番漁業現場に近いと言います
か、漁師さんと一緒にやっている立場として声掛けをい
ただいたと思います。岡山県ではその当時、２つの海洋
牧場を整備しておりましたが、この構想は、漁師さんの
家に泊まり込み、ひざを突き合わせて相談しながらつく
りました。それが水産環境整備の今の考え方に非常に近
いものになりました。なぜかと言いますと、最初に、漁
師さんたち皆が言ったのですが「わしらが獲りたい魚を
増やすのに餌がないといけまいが」ということから始まっ
たのです。また、同じ魚でも成長すると、住む場所が変
わるのではないかということで、ハビタットネットワー
クという考え方と、食べたり、食べられたりする環境を
含めた生態学的連続性の確保がベースになり、生態系全
体の嵩上げが必要という話になりました。これらの話を
紹介して、その検討会は本当に楽しい議論ばかりでした。
６人の委員の皆さんが意見を出しつくし、当時、東大の
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副学長の磯部先生が座長をされており、非常にうまくま
とめて頂いたこともありますが、素晴らしい構想だと思
います。
この時の大きな成果としては、仮説検証型の事業とい

う形ができあがったということです。それまでは、不明
な部分については、仮定に仮定を重ねて事業計画の策定
せざるを得ない部分がありましたが、モニタリングを行
い、それをフィードバックして仮説を検証していく、今
のようなPDCAサイクルが理想的な形だと思います。た
だ、この時にもモニタリング期間をいつにするかという
制度上の問題や、未利用の生物の評価をどうするのかと
いう課題が残されていたと記憶しております。
安永　大変有意義な検討会であったことがお二人の言
葉から感じられます。それでは、実際にこの事業に取
り組んでいる兵庫県の山下さんと大分県の真田さん
に、もう少し詳しい内容についてご説明をいただけれ
ばと思います。
山下　播磨灘は瀬戸内海の東部、大阪湾
の西側にあり、兵庫県、岡山県、香川県、
徳島県に接した海域です。小型底びき
網、船びき網のほか、多種多様な漁船漁
業が営まれており、平成17年で３万3,000t
ほどの漁獲があります。その後、減少傾
向にあると思いますが、灘別統計がなく
なったという状況です。沿岸域は埋め立
てにより、藻場・干潟や浅海域が減少し
ています。もともと灘ということで、明
石海峡などの海峡部を除いて、流れがゆ
るやかです。また、夏季には播磨灘北西
部を中心として、無酸素ではないですが、
低酸素水塊が形成されます。これらか
ら、水産生物の生息環境が悪化し、灘全
体の生産力が低下していると推測してい
ます。こうした背景の中、平成17年度に、
水産庁からの呼びかけもあり、兵庫、岡

山、香川の３県が共同で漁場整備について検討を始めま
した。さまざまな対象魚種を議論した中で、高水温や低
酸素の影響を受けやすく漁獲量が急減したマコガレイを
選び、これを指標とし動態や生活史に着目をした漁場整
備を行うマスタープランを平成23年８月にまとめました。
対象種はこの他に、カレイ類、メバルやカサゴなどです。
マコガレイの生活史をまとめるに当たり、既往知見や関
係県、漁村総研の調査結果などを基にして産卵場、育成場、
主要漁場と移動経路を矢印で示しました。
環境整備の基本方針は、マコガレイの各成長段階別の
分布、既存増殖場等の配置等を考慮し、関係県がそれぞ
れの海域の特徴を活かしながら、役割分担をすることに
しています。具体的には、岡山県ではアマモ場の造成事業、
兵庫県では家島周辺の島しょ部を除き、単調な泥場海域
ですので、大規模石材礁による漁場、増殖場の造成。そ
れから、淡路島の西側では、砂地海域に投石や餌料培養
礁の設置を行っています。同様に、香川県は小豆島の北

講演
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部に投石や餌料培養礁の整備を進めています。また、本
土沖の夏季に低酸素水塊が形成されるところは河川の土
砂でマウンドを造成し、低酸素水塊を回避する増殖場の
整備を進めています。増殖場以外の連携事業として、漁
業者などが実施する水産多面的機能発揮対策による浅場
海域の海底耕耘や二枚貝の放流事業などがあります。資
源管理、種苗放流などの連携事業を合わせて産卵場の保
全、生息適地の拡大、餌料環境の改善によりマコガレイ
資源の減耗抑制と、加入資源の増大を目指しています。
以上から、播磨灘全体の生産力の底上げを図るというス
キームになっています。
真田　伊予灘は、愛媛、大分、山口県に面した海域で小
型底びき網、船びき網、刺網、釣り、はえ縄、それに採
貝採藻など多種多様な漁業が営まれています。海底地形
の特徴は、大半が70m以浅の海域ですが、豊予海峡の北
側には最大454mの海釜地形があり、ここが瀬戸内海の最
大水深となっています。また、豊後水道、紀伊水道を除
けば、水深60m以上の海域を持つのは伊予灘のみで、瀬
戸内海にとって最も深い海域と位置づけられます。沿岸
域では幼稚魚の育成場となる藻場・干潟が減少しており、
カレイ類、メバル、カサゴ、マアジ、クルマエビ等、多
くの魚種で資源水準の低下が見られます。ちなみに、古
い記録なのですが、この海域での現存藻場面積は環境省
の調査で2,900ヘクタールです。その後、約191ヘクタール
減ったのですが、その４分の３は別府湾です。今回、マ
コガレイ、マダイが指標種で、この他にキジハタ、メバル、
カサゴ等を対象種にしています。いずれも伊予灘を代表
する経済性の高い魚種ですが、特にマコガレイとメバル、
カサゴは漁獲量の減少が著しくなっています。これらの
要因として、藻場の減少による稚魚期の餌料不足が考え
られています。灘全体に分布するマコガレイ、マダイは、
成長に伴い移動・回遊をしながら、伊予灘の多様な環境
を利用するため、３県が連携して、本種の動態及び生活
史に着目した、環境整備を行うマスタープランを大分県、
山口県、愛媛県が共同で策定したところです。

ちなみに３県の漁船漁業の漁獲量ですが、先ほどの播
磨灘と同様に、統計年度は若干違いますが、おおむね
３万3,000tですので、ほぼ同じぐらいの水揚げがあると思
います。指標種のマコガレイの漁場整備としては、稚魚
期に捕食魚から逃避空間や餌料不足を回避するような増
殖場の整備を計画しています。その他はハード整備と連
携して行うソフト施策として、種苗放流が挙げられます。
山口県が10万尾、大分県が16万～30万尾、愛媛県２万尾
の試験放流を実施しています。資源管理としては、まだ
取り組みの歩調があっていませんが、小型魚の保護や全
長18cm以下の個体の再放流、産卵期の休漁、産卵期の操
業自粛や網目制限等を行い、一体として取り組んでいき
たいと考えています。
マダイの漁場整備の着眼点は、一つには産卵場に保護
礁を設置して、産卵場の拡大と産卵親魚の保護を図ると
いうことです。加えて、稚魚期の着底場の不足と、幼魚
期の生残率の低下への対応として、これらの水深帯に増
殖場、主に餌料培養礁の整備を行うということです。同
様にソフト施策としては、種苗放流を山口県が90万～
100万尾実施している他、資源管理としては３県とも全長
15cm以下の再放流に取り組んでいます。
連携事業ですが、播磨灘と同様に水産多面的機能発揮
対策で、干潟の保全としてアマモの移植や二枚貝放流、
藻場の保全として食害生物駆除や岩盤清掃等に取り組ん
でいます。山口県は投石による着定基質の整備が主な計
画になっていますし、大分、愛媛県の沿岸部では増殖場、
沖合域に魚礁の設置を計画しています。加えて大分県で
は別府湾の海底耕耘と海底清掃を、平成25～27年度に行っ
ています。
安永　このセクションでの最後の情報提供のお願いにな
りますが、漁村総研の伊藤さんから、水産環境整備事業
に関連した調査・研究の推進手法や、問題点について簡
単にご説明をいただければと思います。
伊藤　稚魚期の着底場に人工的な構造物を入れ、インパ
クトを与える。そうすると底質が変化し、海藻が生え、
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葉上動物等の餌が増え、生産性が高くなるということを、
お話しました。播磨灘の事例ではマコガレイの産卵場の
位置が明らかになりました。産卵場というのは地形の変
曲点、砂地から礫に変わる場所に形成されます。なぜか
と言いますと、マコガレイは粘着沈性卵を産みます。こ
れらは潮通しがよく、酸素が供給される場所が必要にな
るわけです。そうした場所に保護礁を設置して禁漁区や
保護区域とすることは可能だと思います。浮遊期の移動
に関しては、シミュレーションで推定できます。また、
成魚については、バイオテレメトリーで追跡できます。
また安定同位体の分析により着底期の餌生物について、
藻場の寄与率等も推定できます。一方、稚魚期から成魚
に変わる期間の移動経路は不明です。それらが解明でき
ると、産卵親魚の増加や着底量の増加につながるのでは
ないかと考えています。

実効性のある漁場管理に向けて

安永　水産環境整備事業の進展に伴い、今後はモニタリ
ングに基づいて効果を評価・検証するとともに、効果を
維持・向上させる漁場の管理が重要となります。実効性
のある漁場管理に向けて、まず伊藤さんから水産環境整
備事業におけるモニタリングの方法、これに基づく順応
的管理、また費用対効果算定の考え方について問題提起
をしていただきます。
伊藤　モニタリングの方法としては、例えば付着動物、
底生動物、藻場、卵、稚魚、未成魚等の調査手法を標準
化し、整備箇所を中心にまとめる。そうするとA県、B県、
C県の藻場の面積を足し算することができます。この藻場
面積に餌生物の分布密度を掛けましたら、餌生物量を評
価することが可能になります。また、底質の改善などに
より、生息場面積の推移を積み上げ算で加えることがで
きます。
次に費用対効果の考え方ですが、従来は、藻場造成や

魚礁を設置することにより、増加漁獲量を貨幣化し、生

産量の増大効果を評価していました。水産環境整備では
点から空間へ、環境基盤の重視ということで、これらを
適正に評価する方法を現在検討中です。例えば生態系サー
ビスに当てはめますと、餌として使われていないような
未利用生物も、生態系の構成要素であり、これらをどう
評価するのか問題になってきます。また、個別施設のモ
ニタリングというのは、非常に精度高くやれるようにな
りましたが、一体的な整備による生残率の向上、漁獲量
の増大等の相乗効果も考えられますが、これらの定量的
な評価手法が課題として残っています。
次に、順応的管理に関する対応になります。水産環境
整備では、マスタープランを策定して事業実施、効果検
証、改善というPDCAサイクルで行います。仮説検証型
の事業を実施する中で、PDCAサイクルの実効性を確保
するための対応策を課題としてあげたいと思います。例
えば増殖場などを造成した場合に海藻や葉上動物が増え、
稚魚量が増えるということを検証する際に、事業終了後
に数年経ってやっと効果が出る場合もあります。ズワイ
ガニの保護礁のように10年かけて生態系が形成されるも
のもあります。そうした中で事業実施とモニタリング評
価のスケジュールのずれといったことが指摘されており、
これから改善策をつくっていく中で議論いただければと
考えました。
安永　伊藤さんからモニタリングでの課題を中心とした
お話がありましたが、事業担当者の立場で、山下さん、
真田さんから何かご意見があればお願いします。
山下　現在、マスタープランに掲げる増殖場というのは、
ほとんどが整備途中での調査なのです。マコガレイをは
じめ、その他魚類の蝟集状況や、海藻、付着生物、底生
生物の出現状況等を調査して、施設毎にこれらの生息適
地の拡大、餌料環境、生物全体の増加などを中心に検証
しています。現在各県でモニタリングを進めていますが、
年に１～２回３県が集まり内容を共有し、調査手法の議
論などを漁村総研や水産庁にも入っていただき進めてい
るというのが、このプランのメリットと考えています。

講演

豊かな生息環境の創造に向けて ～水産環境整備の取り組みと今後の展望～
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今後の課題ですが、生産力の底上げが達成されているか
ということに視点を移していく必要があると考えていま
す。つまり、未利用資源を加えた生物量の推移の把握等
です。この一部である底生生物、餌料生物等については
各県で調査しておりますので今後、検討できると思いま
す。また、複数県が連携したことによる効果としてマコ
ガレイの場合は、成長して沖合域に出た後の移動経路の
把握手法や、最終的にマコガレイの成長や生存率の向上
への寄与について、皆で議論をしています。また、播磨
灘の現況に目を向けますと、松田先生の話にもありまし
た貧栄養化による灘全体の生産力の低下という懸念があ
ります。そうした中で、各地区のモニタリングは重視す
べきと考えています。
真田　伊予灘のマスタープランなのですが、播磨灘に遅
れること３年で、今年４月１日に承認された全国で10番
目の計画です。従って、正直なところ走り出したばかり
です。今後の計画としては、当面、藻場調査等のスケー
ルを合わせて実施していくことを検討しています。また、
海底耕耘の取り組みについては、大分県では過去から標
本船調査を実施していますので、それらの日誌データを
積み上げて、実施海域の漁獲状況を１分メッシュで、把
握しています。前回の実施分ではCPUEが２～３kg程度
上昇したと試算され、今回の海底耕耘の原単位として用
いています。こうした標本船調査も、引き続き実施して
いく必要があると思っています。
安永　山下さんのお話では、マコガレイを対象として、
播磨灘全体の資源増加効果をどのように把握するのかに
ついて、関係者の方が集まって討議をされているという
ことでした。会議の中で、具体的にどのような問題があり、
どのような新たな手法開発や考え方の導入が必要なのか
といった討議はありませんでしたか。
山下　漁獲量や資源増加効果まで話は及びます。けれど
も、水産環境整備で対象にしている地区では、年数も限
られていますし、海から見たら整備地区は面的に非常に
小さいということに注意しなければなりません。海域全

体の生産力の変化を推定するのは難しいと考えます。せっ
かく各地区では、餌生物の増加や、蝟集効果や産卵場の
保護効果がわかっているのに、漁獲量の評価や、膨大な
費用で標識放流などに重きをおきますと、トータルの部
分がぼやけるのではということが、議論になりました。
それに対して、全体をどうシミュレーションして調査を
進めるのか、まだ課題はありますが、個別事例を引き延
ばすのがベースになると思います。また、相乗効果につ
いては議論の途中ですが、少なくとも伊藤さんが言われ
ました積み上げ算をイメージして、各造成場所の効果を
明らかにするという見せ方で進めようということは、み
んなで合意しているところです。
安永　対象生物の分布域を確認することは非常に重要だ
と思いますが、例えば、これを遺伝子解析やマーキング
で調べてみる、そういう考え方も出てくるのではないで
しょうか。
山下　私自身、研究員とも議論しておりますし、また漁
村総研等に入っていただき今後、実施する可能性は十分
にあります。
安永　続いて未利用生物の評価に関連した事業の費用対
効果の考え方が伊藤さんのお話の中にも出ましたが、こ
れについて田中さんからコメントがありましたら、お願
いします。
田中　未利用生物の存在価値という意味でいきますと、
ホヤ、シロボヤやユウレイボヤ、海綿類、クモヒトデ等
のベントス、付着生物等をいかに評価するか。これらは
魚の餌にもならない、もちろん人は食えないけれども、
環境基盤を維持していく上で必要であり、その寄与率を
どう評価するかということだと思います。その意味では、
水産業漁村の多面的機能の評価にあたり、農林水産大臣
が平成15年に日本学術会議に諮問され、その際の答申が
一つの参考になると思います。三菱総研が貨幣化可能な
ものを代替法により試算していますが水産業漁村の持つ
多面的機能の額たるや、10兆円を超えているわけです。
そのうち、９兆円は物質循環を中心にした生命の営みに
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よるものです。そういった代替法による試算をベースに
して未利用生物が、どれだけの有機物分解能を持ってお
り、栄養塩を供給するのかというデータを集積する必要
があると思います。ただ、何千種にも及ぶ多様な生物を、
１種１種どうかというのはナンセンスな話です。あくま
でも底生生態系なり、付着生物相の動物群集の問題だと
思います。これらを水産環境整備事業に使える原単位に
するという研究を始めるべきではないかという気がして
います。
今の沿岸域の問題というのは、１）海水温の上昇、２）貧栄
養化、３）貧酸素水塊の発生、４）底質の悪化の４つに
集約されると思います。そのうち、水温の上昇はどうし
ようもありません。ただ、他の３つは物質循環の停滞に
起因するところが大きいのではないかと思います。その
ためにも、多様な生物を取り戻す方向性というのは決し
て間違ってはいないでしょう。広い視野を持ち、生食連
鎖だけではなく、腐食連鎖、微生物ループという、３つの
海洋生態系を維持するために営まれている物質循環を意
識して、施肥に相当する小型動物による栄養塩の供給も、
代替法の対象になるのではないでしょうか。
中西　漁場整備により発生する便益を全て貨幣化するこ
とは大きな課題でありまして、漁獲量の増加分を算定す
る手法がオーソドックスですが、保護礁設置により資源
が増え、しみ出し効果を便益とするという手法を採用す
る場合もあります。未利用生物の貨幣化について、漁場
整備では、魚礁の設置、あるいは藻場をつくることによ
り環境へのインパクトを与え、そのことにより、何かし
ら生物が増加します。それが選好性餌料や未利用生物で
あったりします。これらの現存量を把握することは可能
です。あとは、それをどう貨幣化するのかについて、わ
れわれも悩んでおり、ご提案のありました代替法につい
て研究を積み重ねることだと思います。
安永　順応的管理、PDCAサイクルにつきまして、ご専門
の瀬戸さんから、どのようなものなのかという説明から
始めていただければと思います。

瀬戸　北海道の東部に能取湖という湖があります。湖内
ではホタテ貝種苗の中間育成が実施されておりますが、
平成19年に青潮が発生し1,200万個体の種苗が弊死しまし
た。今回は、青潮対策として水質監視や種苗生産体制に
順応的管理をとり入れた能取湖の事例について紹介させ
ていただきます。
能取湖では、初夏から秋にかけて、湖底を中心に貧酸
素水塊が毎年確認されます。貧酸素水塊の成長や挙動に
ついては、様々な条件下で数値シミュレーションによる
検討が実施された結果、湖心と湖口の水質観測データを
パソコンに入力すると、湖内に配置された養殖海区ごと
に貧酸素水塊の現在の上昇深度と将来の動向を１日単位
で即座に予測できるソフトが開発されています。漁業関
係者は、ソフトを用いて貧酸素水塊によるリスクを診断
し、警戒レベルに応じた管理プロセスに従って、養殖施
設の垂下水深の調整から漁場の放棄に至るまでの様々な
対策を講じます。幸いにも、平成19年以降、能取湖では
青潮による被害は発生しておりません。
環境の変化をモニタリングし、順応的管理を実施し
ていく上でのポイントを挙げたいと思います。まず、
初めに、科学的な方法には限界があるということです。
例えば、貧酸素水塊の挙動や、上昇に伴う種苗の斃死
リスクを科学で示すことはできても、これらのリスク
をどこまで許容するかといった価値判断は科学者では
でません。関係主体間の合意形成にもとづく価値判断
の共有なくして、PDCAサイクルはうまく機能しませ
ん。また、里海創生とも共通することですが、最終的
なゴールを１つにすると、それが駄目になった場合、
モチベーションが一気に下がってしまうため、合意形
成過程で、複数のゴールをつくっておくことも重要で
す。さらに、PDCAサイクルの持続性を向上させるた
めのしくみづくりも重要です。能取湖では、各養殖区
画の水面下における貧酸素水塊の挙動をパソコンの画
面上で可視化表示することにより、漁業者がリスクを
実感し警戒心を怠らずに管理できるように工夫されて
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います。もう一つは、社会との繋がりを管理に組み込む
ことです。能取湖では、種苗を溶存酸素濃度2.0mg/L未満
の貧酸素水塊には絶対に触れさせないという厳しい判
定基準を設けて養殖施設を管理しています。このよう
なブランド志向は消費者の安全安心志向とマッチして
新たな経済的価値を生み出す可能性があります。小中
学生を対象とした環境教育と連携してゆく取組みなど
も、順応的管理をうまく回していくためのミソなのか
なと感じています。
安永　続きまして、山下さんから、漁場整備の現場で順
応的管理をどのように進めているのかという実例、また
は進めるに当たっての課題についてお話をいただけたら
と思います。
山下　播磨灘の中央にある家島の周辺海域に設置してい
る石材礁の事例を紹介させていただきます。この海域に
は、漁業が盛んで組合員が500人を越える坊勢漁業協同組
合がありまして、石の産出場所でもあります。一方で、
海域は流れが弱く、島しょ部を除けば単
調な泥場のため、石の山で新たな漁場を
造成し、漁業や地元産業を振興すること
で事業が行われました。
場所や形状の選定を当初、漁師さんと

お話しして、１辺（長辺）100mほど範
囲に石の山を積むような計画としまし
た。そこで山の頂上部に藻を生やしてく
れというお話がありまして、透明度の調
査等から－14mぐらいまで積み上げると
いうことで、A工区に１基造成し、形状
の安定性などを確かめて、先行地区に５
基を造成しました。そこで毎年のモニタ
リング調査をしながら、頂上部での着生
を確認して、平成24年まで10基終了し
ました。次に、B工区に移る時に、今度
は水深が７m以上深くなる中で頂上部に
藻を生やすということを優先するという

ことで、A工区の仮説をB工区でも適用することになり、
－14ｍを優先し、コスト面と安定性を検証して、形状を
変更しました。

今後の水産環境整備事業のあり方について

安永　水産環境整備事業の当面の課題に加えて、今後は
有用種のみならず、海域に生息する生物全体の生産力向
上の効果を評価対象とする必要がありますが、これを現
行のマスタープランにどのように組み込んでいくべきか、
長期的な視点で水産環境整備を進めるための課題も併せ
て包括的に討議をしていただきます。では、今後の水産
環境整備事業のあり方について、伊藤さんから問題提起
をお願いします。
伊藤　１つ目の問題点として、生態系全体の評価といい
ました時に、「指標種の評価から海域全体の評価」という
ことで、生物現存量に加えて物質循環や生物多様性に着
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講演

豊かな生息環境の創造に向けて ～水産環境整備の取り組みと今後の展望～

目し、検討していく必要があります。ただ、これらを調
べる一方で、当然、指標種が増えてこなければ、評価に
は耐えられないということです。また、生態系全体を評
価するためにはモニタリングの労力が大きくなることが
挙げられます。
２つ目は「海域をおりなす水深帯別の生物種の評価」

です。浅海域では、多様性や環境収容力に関して、一定
程度把握することが可能です。例えばマコガレイの稚魚
の着底量に関して評価することはできると思います。一
方、沖合域での魚類蝟集量や、餌生物の量についても同
様の評価をするために、水深帯別に生物種を評価する方
法は考えられないかということを２つ目の課題として提
案します。
３つ目は「資源管理を巡る今後の対応」ということで、

生態系や漁業の持つ多面的機能に注目して、そこに海洋
保護区の考え方をどのように取り入れていくかです。海
外の海洋保護区では、広大な面積の立ち入り制限・全面
禁漁による資源の保護といった考え方をしていますが、
日本では、例えば資源管理をしながら、しみ出したもの
を持続的に利用するような動きが既にあります。沿岸域
では共同漁業権内で、沖合ではズワイガニ保護礁や国で
整備しているマウンド礁では、周辺を保護区にして、し
み出したものを漁獲するというようなことが行われてい
ます。提案としては、今後も科学的根拠に基づいた漁業
管理や、漁業者と研究者の連携を図る必要があると思い
ます。それから、水産環境整備マスタープランにおいても、
保護区との連携を持ち、漁場整備と資源管理を重ね合わ
せる必要があるのではないかと考えています。
最後に「気候変動や環境の変化に対する対応」につい

ての問題提起になります。水温の上昇については、100年
間で海面の水温が１～２℃ぐらい上がっているという報
告もあります。例えば岡山県の白石島の海洋牧場で刺網
の調査をした結果では、かつては幻の魚といわれたキジ
ハタが優占種になっていました。環境の変化を視野に入
れて、水産環境整備においても柔軟な対応を行う必要が

あるということです。
安永　未利用生物も含めた海域の生物全体の価値評価を
どうするのかが一つの大きな問題だと思うのですが、こ
の点についてご意見をお願いします。
田中　水深帯別の生物相の調査は、非常に大事なことだ
と思います。海域として、指標種のライフサイクルに伴
う移動の問題をベースに、干潟、藻場、泥場、砂場、岩
礁帯の構成要素によって生態系はできています。水深帯
別のいわゆる生物相と分布密度を捉えることによって生
態系構造が見えてくるのではないかということです。調
査は、やればやるほど大変になりますが、概要を把握し
ておくことは必要だと思います。
真田　伊予灘地区のマスタープランで取り組んでいるマ
コガレイの生活史は、かつて周防灘海域などの生態調査
がベースになっています。当時、精力的に取り組んでい
たのは、生物調査に加えて、標本船日誌のデータを丁寧
に拾っていたように先輩たちから伺っています。そこで
水深帯別の生活様式がわかってきたからこそ、今の計画
につながっていると思います。そういう意味では、昔的
なやり方かもしれませんが、このような資源調査等を継
続することが重要と感じています。
安永　海洋保護区の効果や役割についても評価すること
が重要であるというお話だったと思います。これについ
ては、山下さんに、ズワイガニやカレイ類での実例をお
話いただけますか。
山下　沿岸域、沖合域ということで事例を紹介させてい
ただきます。まず、保護区の考え方は、漁場整備、増殖
場の趣旨と合わせて、水産資源の持続的利用や漁業経営
への寄与というのが主眼にあるものです。兵庫県の場合、
沿岸域ではほとんどの魚類増殖場が共同漁業権内に造成
されています。従って、漁具・漁法・漁獲の制限などの
資源管理が漁業権者により行われているということにな
ります。一例を挙げると、先ほど説明した家島地区に整
備した石材礁10基では、600m×1,100mの面積を漁協が自
主禁漁にして、しみ出し分を持続的に利用しています。
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また、沖合域ではズワイガニと冷水性カレイ類を対象に
保護育成礁を整備しています。他府県の漁業者も利用す
る沖合では、物理的に操業できないよう単体礁を100m間
隔で置き、魚探で認識できる高さ５m、底びき網をかけて
も移動をしない40t余りの重さとなっています。解禁後に
は、その縁辺部で網を曳くということが定着して、しみ
出し分の効果が明瞭になっています。
安永　気候変動の影響と、マクロな環境変動への対応を、
今後どう考えたらよいのかにつきまして、瀬戸先生から
お話をいただければと思います。
瀬戸　環境変動の要因として、社会が形成した人為的な
環境変動と、気候変動などの自然的要因を主とするグロー
バルな環境変動と２つあると思いますので、それぞれ説
明させていただきます。
前者については、先ほどの基調講演の中でも物質循環

の環として取り上げられておりましたが、漁業は、食物
連鎖を通して海の生物に取り込まれた窒素やリンを陸に
引き上げ、沿岸域の環境を正常に維持するために貢献し
ています。陸上で消費された水産物に含まれる様々な物
質は排水処理を経て、再び川から海へ戻るのですが、実
はこれが環として単純に閉じているわけではありません。
高齢化や人口流出に直面する漁村では、海から陸への物
質の取り上げが海への再回帰を上回り、磯焼けなどの貧
栄養化が懸念されます。一方、大消費地を抱える都会で
は富栄養化に直面しており、これらの不均衡を少しでも
釣り合いのとれる形に戻してゆくことが重要です。地産
地消の取組みは有効ですが、効果は限定的です。自家汚
染など富栄養化が懸念される養殖場と増殖場を混合配置
することにより、物質循環面より環境変動に頑強な漁場
をつくる試みが岡山県などで、既に始まっています。栽
培漁業とリンクした、飼いつけ放流の積極展開なども、
豊かな海を取り戻すための布石になるかもしれません。
また、海底耕耘、雑海藻・食害生物除去などで人為的な
環境撹乱を継続することも必要です。メディアでは、こ
れまで知名度が低く地域で細々と消費されていた未利用

資源を売りにした漁師直結型の居酒屋が話題になってい
ますが、漁業と異業種との交流を通して、多様な海の幸
を流通ラインに引き込んで物質循環を活性化させる試み
なども重要と考えています。
もう１つはグローバルな環境変動に対して、どういう
対応ができるのかということです。まず１つは、環境の
復元力（レジリアンス）、再生速度を見積もり、計画の中
に入れておくことです。例えば藻場造成は３～４年の時
間スケールで再生できるものではなく、植林活動と同様
に、何十年とか100年レベルの継続的な視点に配慮しなが
ら環境再生計画を立案し、関連する主体と合意形成をし
ていくことが重要です。計画立案では、環境の変動スケー
ルに応じた技術や便益期間を設定する必要があります。
藻場や干潟は比較的短期的に環境が変化しますので、環
境条件に応じて造成適地や規模を柔軟に調整可能な造成
工法が効果的です。アオリイカの産卵基質として、毎年、
枝葉のついた間伐材を投入して成果を上げている地域も
あります。一方、環境変動が比較的緩やかな沖合域では、
水深100m以上の大水深に人工マウンドを造成する事業が
進められています。これらの取組みは、世代を超えた国
家プロジェクトとして、後世に評価されるような遺産価
値の形成を目指していただければと期待しています。
安永　本日のパネルディスカッションでは、パネリスト
の皆さんからの適切な情報の提供と、これに基づきます
活発な意見交換がありました。例えば、広い海域でのモ
ニタリング手法の開発の必要性ですとか、未利用生物を
含めました海域全体の生物生産評価基準の確立の重要性
が明らかになるなど、冒頭申し上げました企画の趣旨に
沿いました成果が得られたと思います。一方で、内容が
盛りだくさんで課題が多岐に亘りましたため、必然的に
関連知見が乏しく、議論の深化が難しい課題もありまし
た。今回の討議が、関係者間での事業推進上の問題点の
共有化、また、その解決策確立の一助となることを期待
しまして、本日のパネルディスカッションを閉じさせて
いただきます。
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はじめに

2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震
災は、今年の3月11日で4年が過ぎました。被災地では、
被災範囲の広さや対象漁村の膨大な数から必ずしも計
画通り復興が進んでいないのが現状です。更に、この
4年の復興過程の中で住民が地域を離れ、その集落の存
続が難しくなるといった問題も発生しています。
そのような状況の中、私ども研究所では、この4年間、

漁港、漁村の復旧・復興に向けて、水産業の振興とま
ちづくりの経験を生かし、漁業集落の復興に向けた業
務を行っています。
そこで、今回は当研究所で業務を行っている中から、

図1に示す岩手県の二つの漁村復興の現状についてご紹
介します。

01 第 1調査研究部

漁村復興の現状について

⑴ 岩手県宮古市山田町大浦地区
山田町の人的被害は人口に対する犠牲者の割合では、
岩手県の市町村においては3番目に多く、また、推定被
害総額のうち水産関係施設の被害が最も大きく全体の
66％を占めています。
大浦地区にも約10mの津波が来襲し、死亡者33名の
人的災害とともに、家屋については全壊94棟、大規模
半壊14棟、そして、消防屯所やコミュニティセンター
などの公共施設も被災を受けました。
当研究所では平成24度から平成27年度に掛けて低地
部利用計画（水産関連）、高台移転に向けた宅地用地計
画について行ってきました。その後の現地の復興の現
状を以下に示します。

①現状
復興の現状は図2に示すように、住宅用地の造成、
漁業集落道路の工事が進んでいます。さらに避難
看板（蓄光版）の設置と住民参加の夜間訓練の予
定も計画されています。漁村復興が着々と進んで
います。
②課題
防潮堤の高さや位置が決まらないため、公道や用
地の測量・道路設計等ができず一部の場所（黄色部、
ピンク色部、緑色部）において遅れが生じています。
また、事業実施時における課題として、
① 土地の需要と供給のミスマッチ（面積、形状、
場所）が発生すること。
② 必要とする土地の面積取得が難しいこと。
③ 飛び地や残地などが発生し、土地の集約化を強
制できないこと。
が挙げられます。大浦地区の場合、防潮堤と県道
に添った細長い土地であるため顕著に現れています。

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

▲図1：位置図

村村村復興復興復興復興復興復興復興興興興の現の現の現の現の現の現の現の現の現の現現状に状に状に状状に状に状に状に状に状に状 ついついついついついついついついついついいててててててててててて
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⑵ 岩手県陸前高田市長部地区及び広田地区
陸前高田市の人的被害は、市の沿岸部および気仙川、

矢作川、長部川などの河川流域で津波による甚大な被
害を受け、人口に対する犠牲者の割合では、岩手県の
市町村においては最大でした。その津波高さは広田半
島で約13m、高田町で約18mにも達し、家屋について
も県内で最大という被災を受けました。
当研究所では平成25度から平成26年度に掛けて低地

土地利用計画（水産関連）等について行ってきました。
現在、他地区についても業務が予定されています。

①現状
漁村復興の現状は、漁港の岸壁等の復旧と漁港施

設用地の嵩上げ工事等は着手（写真1）されています
が、漁業集落防災機能強化事業（以降、「漁集事業」
という）等の許可申請がまだであるため、漁集事業
による復興はこれからです。
②課題
平成26年11月25日時点で図1に示した岩手県沿岸

部の12市町村で漁集事業を導入して漁村復興を行っ
ているところですが、陸前高田市においては導入に
向けて道半ばです。

事業を行う際は、漁業者を含む地域住民とともに
「復興まちづくりの将来計画案」等の計画が必要です。
そのためには地域懇談会（写真2）や住民説明会など、
少なくとも2回、3回は行うことになり、日程調整期
間も含め、実施期間は数ヶ月を要します。
さらに、事業申請の審査に向けた根拠資料の作成
も必要であり時間と能力を要します。集中復興期間
は平成27年度までなので、早急な対応が望まれると
ころです。

おわりに

当研究所が行う漁村復興においては、住民と行政が
合意形成を図りながら実施することが重要と考えてお
ります。その取り組みの中で、中立的な立場から引き
続き調査、研究等の支援を行い、漁村復興のお役に立
てればと考えております。

（第1調査研究部　北村 道夫）

▲図2：大浦地区の復興事例

▲写真1：漁港岸壁の復旧（広田地区）

▲写真2：地域懇談会風景（広田地区）

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに
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はじめに

九州西海域は、200m以浅の広大な大陸棚を有する東
シナ海の東側に位置し、対馬暖流に恵まれたマアジ・
マサバ・マイワシなどの良好な漁場となっています。
しかしながら近年は同海域のマアジ漁獲量が大幅に減
少しているため、国では日本海西部・九州西海域マア
ジ資源回復計画を策定するとともに、2010年度に長崎
県五島西方沖の排他的経済水域におけるマウンド礁整
備事業に着手しました。
マウンド礁は、石材やブロックを海洋に投入して山脈

状に造成された施設です。それを海域流動場に整備す
ることで、流動を乱して鉛直混合等を促進し、底層栄
養塩の有光層への供給、それによる一次生産量の上昇
を通じて水産資源の増大を図ります。しかし、その効
果の検討については沖合大規模施設ということもあっ
て数値解析によるものが主であり、現地観測をもとに
した検討は少なかったのが現状です。
本報告では平成25年度のモニタリング調査の内容

と、その結果から明らかとなった効果の発現状況につ
いて、特に物理系の調査成果について紹介させていた
だきます。

調査手法

⑴ 調査海域
調査は、長崎県五島西方沖約60km、水深約155mの

砂質底海域に造成された人工マウンド礁で実施しまし
た（図1、図2）。
⑵ 流況・水質調査
マウンド礁が流れや水質に与える影響を時系列的に

把握するため、流況・水質調査を平成25年8月24日～
9月13日の期間に行いました。
流況調査においては、超音波多層流向流速計（ADCP）

をマウンド礁の背後に設置して、XY流速を多層で観測
しました。流況観測は、図3に示す1時間に1回昇降する

02 第 2調査研究部

観測プラットホームを用
い、水質の鉛直分布を観
測しました。この観測プ
ラットホームは水産工学
研究所が開発したもので
あり、水質鉛直分布を概
ね1m間隔の高解像度で
観測できます。
また、自航式定線観測

（ボトムトラック）を行
い、マウンド礁横断方向
の流速断面分布を観測し
ました。

じじじじじじめにめにめにめめにめにめにめに

調査調査査査査査手法手法手法手手法手法手法手法法法

▲図1：調査位置

▲図2：五島西方沖人工マウンド礁の概要と平成25年度の出来形

▲図3：水質観測プラットホーム
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調査結果

図4はボトムトラックによるマウンド礁前後の流速断
面分布観測結果の一例です。矢印は流速ベクトルです。
マウンド礁の直背後や400m背後で矢印が上を向き、上
昇流（図中着色部）が発生していることがわかります。
これから、マウンド礁背後では上昇流による鉛直混合
が発生していることが示唆されます。

図5は観測流速のうち1時間より短周期成分を乱れと
定義し、その水深ごとの乱れエネルギー（上段図）、水
深120mにおける観測流速（下段図黒線）、1時間より短
周期の流速（下段図赤線）の経時変化を示したものです。
黒線の観測流速が正の場合にマウンド礁の後流域を観
測したこととなります。流速が正の場合は短周期流速
（赤線）の振幅が大きくなり、乱れエネルギーの形が水
深140mから40mまで相似であることから、マウンド礁
の背後で乱れが発生し、そのエネルギーが有光層（概

ね60m）を越えて上層へ伝播していたことがわかりま
す。このことから、マウンド礁では流れの乱れによる
鉛直混合の存在が示唆されます。
次に、プラットホームの観測結果として、水温鉛直
分布の経時変化を図6に示します。図には福江港の観測
潮位も併せて示しています。小潮期には水温19～20℃
の間隔が広がっていて水深90～110mで躍層が発達し
ていますが、大潮期になると躍層は解消されています。
水温を内部波の指標と定義すると、内部波高は20m以
上までになり、大潮期には鉛直混合が促進されること
が示唆されます。

おわりに

以上の調査結果を図7に模式的に示します。マウンド
礁背後では流れの乱れが生じ、それが上方へ伝播するこ
とで鉛直混合が促進され、表層へ栄養塩が供給される
メカニズムが示唆されました。今後はマウンド礁がない
対照区との比較を行い、マウンド礁の効果についてより
詳細にメカニズムを検討していく考えでおります。

（第2調査研究部　吉野 真史）

わわわわわわりりにりにりにりにりにりにりに

▲図4：マウンド礁前後の流速断面分布

▲図6：水温と潮位（福江港）の経時変化

▲図7：マウンド礁背後の乱れエネルギー伝播
▲図5：  マウンド礁垂直方向の乱れエネルギーと

水深120m流速の経時変化

調査調査査査査査結果結果結果結果結果結果結果結果果果
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はじめに

水産庁と財団法人漁港漁場漁村技術研究所の共催で、
昭和58年度から国（北海道開発局、沖縄総合事務局）
都道府県及び市町村の漁港漁場整備関係事業に従事す
る職員を対象とした技術者育成研修会を毎年実施して
います。
平成26年度も同研修会を開催し、全国各地の漁港整

備事業担当者が参加していただき、無事に研修会を終
了しました。

開催概要

【目 的】
この研修会は、新たな漁港漁場整備法に対応した事

業制度、地域整備計画手法、波や土に関する技術的な
基礎知識に加え、漁場整備に関する技術的な基礎知識
など、遂行上必要な知識及び技術の研修を行うことに
より、技術者の育成並びに技術水準の向上を図るとと
もに、漁港漁場整備技術に関する専門的な知識を習得
し、漁港漁場整備事業の効率的かつ円滑な実施に資す
ることを目的として毎年実施しています。
平成25年度には、水産庁の重要な施策に関する特別

講義、漁村の振興、漁港における品質・衛生管理、漁
港施設の地震・津波対策、災害に強い漁構造づくりな
ど喫緊のテーマについても講義を行いました。

【主 催】
水産庁と（一財）漁港漁場漁村総合研究所が主催し

ています。

【開催日時】
平成25年9月29日（月）から10月3日（金）までの5日間

03 総務部

【研修場所】
国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都内）

【研修生数】
内閣府沖縄総合事務局、北海道から沖縄県までの全
国都道府県及び市町村から漁港漁場整備事業関係技術
担当者78名が参加されました。
全講義を受講された方は、そのうち、73名ですが、
全講義を受講された方には、修了書が授与されました。

【講義題目および講師】
平成25年9月29日
①特別講義
講師：水産庁 整備課長　岡 貞行
②漁港漁場整備の計画・調査
講師：第一調査研究部長　中村 克彦

平成25年9月30日
③波と流れ（演習含む）
講師：  水産庁整備課 事業調整係長　劔崎 聖生
④構造物への波の作用と施設の基礎
講師：  水産工学研究所

水産業システム研究センター　山本 潤
第一調査研究部 主任研究員　北村 道夫

⑤漂砂対策
講師：  水産工学研究所 水産基盤 グループ長

八木 宏
⑥漁港における品質・衛生管理対策
講師：  第一調査研究部 次長　林 浩志

平成25年10月1日
⑦漁港施設（設計条件、施設と構造形式）
講師：  第一調査研究部 主任研究員　後藤 卓治

じじじじじじめにめにめにめにめにめにめにめにに

開催開催催催催催催概概要概要概要概要概要概要概要概要概要
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▲ 水産庁岡貞行整備課長挨拶

▲ 受講風景

▲ 受講風景

⑧防波堤等の設計（演習含む）
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官　片石 圭介

⑨水産基盤等のストックマネジメント
講師：水産庁整備課 漁港漁場専門官　片石 圭介

⑩漁村の振興について
講師：第一調査研究部 次長　林 浩志

平成25年10月2日
⑪藻場干潟の計画
講師：第二調査研究部 主任研究員　三浦 浩

⑫漁場造成の設計（設計事例を含む）
講師：  水産工学兼研究所

水産業システム研究センター長　明田 定満
⑬人工魚礁の計画
講師：  第二調査研究部長　伊藤 靖

⑭水産基盤整備事業の効果分析（分析事例含む）
講師：水産庁 計画課 計画班　一政 悟

平成25年10月3日
⑮災害に強い漁業地域づくり
講師：水産庁 防災漁村課 防災技術専門官　横山 純
⑯漁港施設の地震・津波対策
講師：  水産庁 整備課 漁場基準係長　渡邊 則仁

漁港漁場整備事業関係技術者育成研修会の開催され
た9月29日には、懇親会も開催し、漁港管理者の意見交
換の場となっていました。
また、講義終了後には受講者にアンケートを行い、

次年度以降の講義の充実を図るための資料とさせてい
ただいています。

平成27年度も同研修会を開催予定ですので、都道府
県や市町村の漁港関係業務担当者で、興味のある方は
参加いただきますようをお願いいたします。
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この人に聞く いとう漁協代表理事専務

関
い ず み

の

漁協の多角経営で
漁業を盛り上げ、
新しい地域をつくる

日吉 直人 氏

日吉 直人（ひよし・なおと）

静岡県伊東市富戸で、代々漁業を営む家に生まれ育つ。
現在は定置網に従事しながら、いとう漁協代表理事専務、
一般社団法人日本定置漁業協会 常任理事、一般社団法人
静岡県定置漁業協会 会長理事を務めている。

富戸は歴史ある漁業集落

私が生まれたのは、伊豆半島東海岸の国立公園内にあ
る富戸の漁村です。富戸は昔から漁業で支えられてきた
地域で、江戸時代から明治時代あたりには、イルカの追
い込み漁やボラ漁が盛んに行われていました。ボラは徳
川家への献上品としても重用されていました。追い込み
漁は、地域総出で行われていましたから、地域の結束力
というのか、そういうものが富戸というところは特に強
いと思います。

◎海から眺める故郷の富戸
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家は代々漁師をやっていました。祖父の代からは定置
網を営んでいました。家の定置は私が学生の時まで、約
50年続いていました。でも、私は学校を卒業した時、漁
業には就かないで、外車のセールスの仕事を選びました。

サラリーマンから定置漁師へ

バブル後、漁協が経営する定置網の乗組員として働き
始めました。その頃の定置網には20人くらいの乗組員が
いました。平均年齢は60歳を超えていたと思います。当時、
定置網の漁場は湾から出たところにあって、毎年急潮に
よる破網被害などで経営も大変でした。
伊東市漁協の頃に組合の理事になり、とにかく定置網

の赤字を何とかしなければ、ということで、もっと条件の
良い漁場へ移動することを考えました。それが今の漁場
なのですが、移る前はイカ漁の漁場でした。40人ほどいた
イカ漁師の家を一軒一軒回って、定置のために場所を空
けてもらえないかとお願いしました。この時は、サラリー
マン時代の営業の経験がとても役に立ったと思います。
ここへ網を移動させることができたのは６年前です。

現在の定置は、乗組員12名、平均年齢も30代後半と若返っ
ています。経営が安定し、若い漁業者が漁村で子育てを
して、安定的な生活を営める年収を確保できるようにな
りました。

いとう漁協のあゆみ

現在のいとう漁協は合併漁協です。1949年、伊東市内
には、宇佐美、伊東、川奈、富戸、八幡野、赤沢の６つ
の漁業協同組合が誕生しました。1994年には、宇佐美、
伊東、川奈、富戸、赤沢の５つの漁協が合併して、伊東
市漁協となりました。私は1995年に伊東市漁協富戸支所
に勤務し、理事を務めました。2000年には八幡野が合併し、
2010年には熱海市の網代港漁協と合併、いとう漁業協同
組合となりました。

富戸から始まった日本の
レジャーダイビング

いとう漁協ではダイビング事業に取り組んでいますが、
そもそも漁協が運営するダイビング事業は富戸から始ま
りました。
日本でレジャーとしてのダイビングが始まったのは1950年
代後半です。当時のダイビングは、魚をモリで獲ることが
目的でした。1963年に伊豆海洋公園（伊東市富戸）がで
きますが、その翌年、ここに益田一さんという人が東拓ア
クアスポーツクラブ（現在の伊豆海洋公園ダイビングセン
ター）を設立しました。益田さんは日本で魚の生態写真の
図鑑を作った最初の人で、魚を観ることを目的としたダイ
ビングを全国に広めました。益田さんの図鑑は、今も多く
のダイバーに活用されています。ですから、日本のレジャー
ダイビング発祥の地は、富戸だと言ってよいでしょう。
伊豆海洋公園には、東海大学の潜水訓練センターも作
られたのですよ。ここから、大勢のダイバーが育っていっ
たのですね。ジャックマイヨールが素潜りの世界記録を
つくったのも富戸湾でした。

ダイビングサービスは漁協経営の大きな柱

富戸ダイビングセンターは、日本で初めての漁協が経
営するダイビングサービスとして1988年に誕生しました。
事業開始にあたっては、伊豆海洋公園から様々なノウハ
ウを学びました。開業してからは、沖縄県を始め、たく
さんの視察が入って来ました。現在、いとう漁協直営の
ダイビングサービスは、富戸、川奈、八幡野の３か所に
あります。漁協の経営に占めるダイビング事業の収益は
大きく、漁協の中核的事業の一つになっています。
ダイビング事業では、漁協として施設使用料を徴収して
います。海にエントリーするための手すり付の斜路や温泉
かけ流しの露天風呂（温泉丸）、シャワー、トイレ、駐車
場などの施設を整備しています。富戸では初めから入海料

◎富戸の定置網漁の様子 ◎大勢のダイバーでにぎわう富戸港



42 漁港漁場漁村研報 Vol. 37

という言い方はせず、整備した施設を使ってもらうための
料金です、ということでやってきました。ダイバーから徴
収する施設利用料は一人1080円です。また、タンクやウェ
イトのレンタルを行っています。主となるのはビーチエン
トリーですが、ボートダイビングを希望するダイバーには、
必ず漁師の船を利用してもらっています。ダイビング案内
をしている漁師さんは富戸では12人ほどいます。普段は、
主にイセエビ刺網やキンメ釣を営む漁師さんたちで、ボー
トダイビングの予約が入ると順番にお願いする形になって
います。
漁協では、ガイドはやりません。ガイドは漁協と提携

しているガイドさんやダイビングショップが行います。
あくまでも漁協は施設やポイントへ行く足を提供する、
ということです。提携するショップには、保険の加入な
ど安全面でのチェックは厳しく行っています。
富戸では海から上がるとすぐに温泉に入れるんですよ。

源泉かけ流しの露天風呂を、港に置いた船、温泉丸の中
にひいています。ウェットスーツのまま温泉に浸かって、
体を温めることができます。
ダイビングのガイドで都会から富戸に来ていて、定置

の漁師になった人たちもいるんですよ。彼らは海中から
網の状態などを把握できる貴重な存在です。その中の一
人は富戸定置網の漁労長になりました。

いとう漁協の多角経営戦略

いとう漁協は様々な事業を展開しています。富戸とも
う一つ川奈に漁協自営の定置網が３ヶ統ありますし、今
お話ししたダイビング事業、そして直営食堂「漁師めし
や波魚波（はとば）」の経営、加工品の開発、スーパーと
の直接取引きなど、どんどん多角化しています。
「波魚波（はとば）」は2010年にオープンしました。元々
は賃貸契約でファミリーレストランが入っていたのです
が、そこが辞めるということになって。次のテナントも
探していたのですが、結局、地産地消と魚食普及そして、

地域活性化を目的に、漁協直営の食堂として開店しまし
た。地元の定置、まき網、棒受網、一本釣りといった漁
で獲れた新鮮な魚を提供しています。お店は２人の職員
と７人のパートさんがローテーションを組んで切り盛り
しています。地元の魚にこだわって、100パーセント伊豆
の魚です。シーズンには伊勢海老づくしというような限
定メニューをだしています。

サバ男くん、人気上昇中

加工は、営業を含む６人の職員が運営しています。す
り身やフィレ加工が中心です。2011年に、魚類の骨肉分
離機を導入しました。これはすごい機械で、きれいなす
り身がたくさん作れるようになりました。これまでも、
伊東市内の小中学校や高齢者福祉施設の給食用にすり身
を販売していましたが、機械導入で効率化ができたので、
漁協の購買部や県内、市内のスーパーや、大手寿司チェー
ンに販売できるようになりました。代表格と言えるのが、
伊東港で水揚げされたサバのすり身、「サバ男くん」で
す。私たちはすり身料理のレパートリーを増やすために
メニュー開発にも力を入れています。
水産庁の「魚の国のしあわせ」プロジェクトの一環と
して行われた第１回Fish-1グランプリで、サバ男君のトマ
トソースは、準グランプリを獲得しました。『サバ男くん
のトマトソースパスタ』は、波魚波の限定メニューとなっ
ています。結構評判がいいんですよ。また、第２回Fish-1
グランプリでグランプリを獲得した、伊豆の地キンメを
使った『金のだし茶漬け』も提供しています。

県内スーパーとの直接取引

2009年には、静岡県中部に多くの店舗展開をしている
スーパーと富戸定置網の直接取引を開始しました。現在
では週２回、33店舗での販売を実施しています。朝獲れ
の魚が、その日の午前中には店頭に並びます。静岡県の

◎ダイバーに人気の温泉丸
◎（左）その日に獲れた魚を使った刺身定食

（右）お客でいっぱいの波魚波
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魚は、あまり県内に流通していなかったこともあり、人
気は高いようです。シケの時などには全店へ行き渡らな
いこともありますし、網を揚げてみないと何が獲れてい
るかわからないので、これまでのスーパーがやってきた
ような計画的な販売はできませんが、天然ものの魚なの
だからそれが当然、という双方の認識があって、よい関
係を築くことができていると思います。魚価は私か漁労
長が、近隣の市場相場を参考に決定できる契約です。こ
れは漁業者にとって夢のような話です。

海の中もジオパーク

伊豆半島はもともとフィリピン海プレートの上にでき
た火山島だったと言われています。日本から何百キロも
離れたところにあったのですが、永い永い時間をかけて、
プレートごと移動してきて日本にぶつかり、伊豆半島に
なったんです。伊豆半島では、自治体や県、様々な企業
や団体が連携して協議会をつくっています。いとう漁協
も2011年から「海の中だってジオだ！！！」というキャッ
チフレーズで協議会の活動に協力しています。2012年に
伊豆半島が日本ジオパークに認定され、今年度は世界ジ
オパーク認定を目標にしています。
ジオパークを意識して、ダイビングでは伊豆半島ジオ

パーク推進協議会よりダイビングガイドに、ジオマリン
ガイドの資格を認定してもらい、認定ガイドが漁協と協
力してジオマリンクラブを設立し、海底の地形や生き物
をじっくり観察できるプログラムを企画しています。子
供も含め、多くの人に伊東の海を体験してほしいので、
シュノーケリングもインストラクターが案内するプログ
ラムを用意しています。昨年度は都会の子供たち2,500人
程がこのプログラムを体験しました。波魚波では、ジオ
パークのエリア内で獲れた魚を使って、ジオ丼というメ
ニューも提供しています。

定置網への期待

私は今も毎朝定置に乗っています。出港は朝の５時。
毎日海に出て漁をし、海の状況を見ています。日本全体
に言えることかもしれませんが、資源の減少が心配です。
そんな中で、やはり定置網は資源の状態に寄り添って漁
ができる、優れた漁法ではないかと思っています。
今、国が推進している地方創性において、400年以上の
歴史を持つ定置漁業は津々浦々の小さな漁村の雇用の受
け皿になるし、新鮮な魚を毎日提供できるので、地域経
済への貢献度が高いと思います。この定置網をもう一度
見直していけば、もしかしたら日本の漁村の新たな光が
見えてくるのではないでしょうか。

定置網の船だけでなく、サーフボードにも乗って
いる、海の男 日吉さん。翌日の朝も早いのに、

長々お引き止めしてしまいましたが、漁協の事業の
こと、そして漁業に対する熱い想いを語っていただ
きました。魚を見せる、魚を獲る、獲った魚の売り
方のバリエーションを考える。これからも海をフル
活用して、魅力ある地域をつくっていってください。

海とくらし研究所　関 いずみ

東京生まれ。博士（工学）。海とくらし研究所
主宰、東海大学海洋学部教授。

ダイビングを通して漁業や漁村に興味を持ち、平成5年に（財）漁港
漁場漁村技術研究所に入所。平成19年に海とくらし研究所を立ち上
げ、漁村の生活や人々の活動を主題として、調査研究を実施するとと
もに、漁村のまちづくりや漁村女性活動の支援など、実践的活動を行っ
ている。

関 いずみ  プロフィール

◎サバ男君のつみれやはんぺん

◎ある日のジオ丼

※写真はすべていとう漁協さん提供
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第8回調査研究成果発表会

はじめに
当研究所は、漁港の建設・漁場及び漁村の環境整備に

係る科学技術に関する調査・研究・開発を行い、その
成果を普及啓発し、我が国水産業の発展に寄与するこ
とを目的として昭和57年９月に設立されました。研究
所の設立以来、国、地方公共団体、水産関係団体等か
ら各種の調査・研究を受託し、その研究成果のうち特
に重要なものについては、国内はもとより、広く海外
の学会で発表するなどして普及を図ってきました。ま
た、昭和62年以来、毎年、調査研究の成果を「調査研究
報告」として、関係者に広く配布してきましたが、直接
に調査研究成果を報告し、水産業・漁村の将来について、
関係者と一緒に考えていく契機として「第８回調査研究
成果発表会」を開催することとしました。

日　時：平成26年12月11日（木）10：00～17：00
テーマ：  「豊かな生息環境の創造に向けて

～水産環境整備の取り組みと今後の展望～」
主催：一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所
後援：水産庁

◉プログラム
■開　会
■第一部　調査研究論文発表
■第二部　  「豊かな生息環境の創造に向けて

～水産環境整備の取り組みと今後の展望～」
①基調講演
②論文発表
③パネルディスカッション

影山 智将　●一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 理事長
本日は「豊かな生息環境の創造に向けて　水産環境整

備の取り組みと今後の展望」と題して、講演及びパネル
ディスカッションを行います。初めに水圏環境学や沿
岸環境管理論に関する第一人者で、瀬戸内海の里海と
しての重要性に関する研究に従事されています広島大

学名誉教授の松田治先
生より基調講演をして
いただきます。２番目
の講演として、私ども
の研究所の伊藤靖より、
人工魚礁の蝟集と増殖
機能に関する研究成果
を発表し、これらの講
演内容を受けて、元水
産庁日本海区水産研究所長で、沿岸域の漁場整備に関
して深い知見を有する安永義暢さんに座長をお願いし
て、これからの水産環境整備の進むべき方向について、
パネルディスカッションを行います。平成22年12月に
水産庁が、水産環境整備という概念を打ち出してから
４年が経ちました。果たして、水産環境整備という考
え方は定着したのでしょうか。まだ、定着していない
としたら、どういうところに問題があるのでしょうか。
国、地方公共団体ともに財政事情が厳しい中、漁獲の
向上や漁業の効率化といった直接の経済価値に結びつ
きにくい水産環境整備という高邁な理想を実現するた
めには、今後、どのような取り組みが必要とされるの
でしょうか。本日のパネルディスカッションでは、水
産環境整備という考え方の重要性とその実現に向けて、
現在抱えているさまざまな問題に対して、改めて認識
いただくとともに、将来の発展に向けての何らかの問
題提起、あるいは提言ができたら幸いに存じます。

高吉 晋吾 氏　●水産庁漁港漁場整備部 部長
本日は多くの皆様の
ご参加を得まして、こ
のように盛大に発表会
が開催されますことを、
心よりお喜び申し上げ
ます。現在、水産庁で
は、来年度の概算要求
を行っていますが、水
産日本の復活というも

開催概要

主催者挨拶

来賓挨拶
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のを目指しています。水産基盤整備の関係では、漁港
の高度衛生管理対策、そして本日の発表会のテーマで
ある水産資源の回復を目指した水産環境整備を推進し
ていきたいと考えています。また、東日本大震災から
の復旧・復興については一層の加速化を図るとともに、
全国の漁港、漁村の防災・減災対策、あるいは施設の
長寿命化対策を進めていきたいと考えています。さら
に漁村の活性化も地方創生の観点から大変重要な課題
だと思います。漁港漁場整備長期計画では、水産生物
の生活史に対応した水産環境整備のためのマスタープ
ランを全国で20地区つくるという目標を定めています
が、現在15地区でマスタープランの作成が進んでいま
す。少しずつ、この水産環境整備の考え方が浸透してき
ているのではないかと考えています。漁村総研は、漁港、
漁場、漁村の抱えるさまざまな課題の解決と、これか
ら先の水産業、あるいは漁村の新しい時代を切り開く
調査研究を行う機関だと思います。今後とも、各方面
からの期待に応えられるように、ますます発展される
ことを祈念しております。

① 「津波による漂流物対策に関する研究」
 丹治 雄一　●第１調査研究部 主任研究員
② 「 漁業集落排水処理施設の機能保全計画の

策定について」
 大賀 之総　●第１調査研究部 主任研究員
③ 「 日本海西部地区におけるズワイガニ・アカガレイ

保護育成礁の効果」
 三浦 浩　●第２調査研究部 主任研究員

④   「五島西方沖地区マウンド礁の整備効果」
 吉野 真史　●第２調査研究部 主任研究員
 ■研究助成 
⑤ 「 国際化に対応できる食糧産業クラスター形成によ

る水産業・漁村の振興 －東日本被災地のソーシャ
ルキャピタルの再構築による多面的機能の発揮－」

 磯部 作　●日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科 教授
 ※  発表論文の詳細は、当研究所発行の「調査研究論文集NO.24

（平成26年12月）」をご覧ください。

① 基調講演
 「 水産環境整備の必要性について

～里海の視点からの提言～」
 講師：松田 治 氏　●広島大学 名誉教授
 ※基調講演の概要は「講演（p16～p22）」に掲載致しています。

② 論文発表
 「 人工魚礁における有用魚介類の蝟集と

増殖機能に関する研究」
 伊藤 靖　●第２調査研究部 部長
③ パネルディスカッション
 【座長】
 　安永 義暢 氏 ●元 日本海区水産研究所長
 【パネリスト】
 　瀬戸 雅文 氏 ●福井県立大学 海洋生物資源学部 教授
 　中西 豪 氏 ●水産庁 漁港漁場整備部 計画課 計画官

 　山下 正晶 氏 ●兵庫県 農政環境部 水産課 漁場整備班長
 　真田 康広 氏 ●大分県 農林水産部 水産振興課 課長補佐
 　田中 丈裕 氏 ●NPO法人里海づくり研究会議 事務局長
 　伊藤 靖 ●漁村総研 第２調査研究部 部長

 ※ パネルディスカッションの概要は「講演（p23～p33）」に
掲載致しています。なお、役職名等は開催時のものです。

発表会の内容

第一部 調査研究発表

第二部 豊かな生息環境の創造に向けて
～水産環境整備の取り組みと今後の展望～

▲ 丹治 雄一 ▲ 大賀 之総 ▲ 三浦 浩 ▲ 吉野 真史 ▲ 磯部 作



46 漁港漁場漁村研報 Vol. 37

活動紹介

大槌町漁業学校開催報告

はじめに

大槌町漁業学校開催概要

岩手県大槌町は、東日本大震災により、町の基幹産
業である水産業も壊滅的な被害を受けました。特に、
震災前から懸念されていた漁業就業者の減少は、震災
後、急速に進行し、町全体の漁業生産力の低下に影響
を及ぼしています。大槌町では、町の漁業の存続のた
め、既存漁業者の生産性・収益性の向上を図るとともに、
新規漁業就業者の着業を促進し、町全体の漁業生産力
を向上することを目的に、平成25年度から大槌町漁業
学校プロジェクトを進めています。平成26年度は、新
規漁業就業者を対象に２講座、既存漁業者を対象に1講
座を開講しました。

①新規漁業就業者体験講座
◎目　的： 大槌町の漁業について知識や技術を習得

し、就業のきっかけの機会とします。
◎開催日程：４泊５日（８月・10月開催）
◎参 加 者 ：11名
◎講座内容 ：座学では大槌町の漁業や、漁業制度、

漁具漁法などの講義を実施し、漁業実習
では大槌町の基幹漁業３種全てを体験で
きるようにしました。

②新規漁業就業者本格養成講座
◎目　的： 大槌町で漁業に就業しながら、現場で本

格的な技術、知識を身につけます。同時に
日常生活を通じて地域社会へ溶け込むこと
も目的とします。

◎開催日程：３か月間（９月１日～11月30日開催）
◎参 加 者 ：２名
◎講座内容 ：指導漁業者の下で就業しながら漁業を

実践的に学ぶことを柱とし、漁業や漁家
経営についての座学のほか、漁労作業で
必要となる玉掛け作業などの講習・資格
の取得を盛り込みました。

◎その他： ３ヶ月間、参加者の相談役となる専門職
員を常駐させたほか、毎月１回、関係者が
集まって中間報告会を開催しました。

③生産力向上講座
◎目　的： 定置網乗組員、漁協職員を対象とし、先

進地の視察研修や講習会などにより、町内
既存漁業者の生産性、経営能力の向上を図
ります。

◎視察先： 神奈川県（平塚漁協）、静岡県（網代漁業
（株））ほか

◎講座内容 ：首都圏での魚価向上・付加価値向上の
取り組みのほか、網代の定置網に乗船し、
操業方法を視察しました。

①新規漁業就業者体験講座
２回の講座を通じて11名が参加し、そのうち１名は
本格養成講座に移行し、漁協自営定置網の乗組員とし
て就業しています。また、いますぐには就業できませ
んが、将来的に就業を考えている参加者が数名います。
②新規漁業就業者本格養成講座
平成25年度の体験講座参加者を含む２名が本格養成
講座に移行し、現在、指導漁業者の下で養殖漁業およ
び定置網の乗組員として就業しながら、一人前の漁師
を目指しています。
③生産力向上講座
大槌町以外の漁業や流通についてこれまで知る機会
がなかった漁業者が、先進地での取り組みを視察して
刺激を受け、新たな取り組みをはじめようとする機運
が高まりました。

漁業学校の修
了者は就業したば
かりですが、早く
大槌町の漁師とし
て一人前になれる
よう、今後もきめ
細かいフォローを
行っていきます。
 （第２調査研究部　柴田 早苗）

大槌町漁業学校実施成果
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国際会議 PACON 24th 参加報告

はじめに
PACONは、PAcific CONgress on marine science 

and technologyの略であり、環太平洋国間で海洋に関す
る科学技術および 情報を共有することを目的とした非
営利組織です。PACONは最近では２年に１回国際会議
を開催しており、今回は2014年８月25日から27日に
かけて日本大学理工学部駿河台キャンパスにて行われ
ました。
今回、当研究所から三浦主任研究員と筆者が参加す

るとともに論文発表させていただきましたので、その
概要を報告いたします。

海洋環境保全から沿岸防災に至る様々なセッション
にて活発な討議が行われていました。三浦主研と小職
の参加セッションと発表タイトルは以下のとおりです。

① Session2-7：Aquaculture-based Fisheries 
Enhancement, Fisheries Management and Stock：
Consideration of ports with better establishment 
and propagation functions for juvenile lobster, 
Hiroshi Miura, Yasushi Ito and Yuuichi Takahara

② Session2-5：Artificial Reef-based Fisheries 
Enhancement：Proposal of f ishing ground 
creation procedures based on life history and 
habitat, Masafumi Yoshino, Yasushi Ito and 
Takayuki Nishizaki

筆者は水産生物の生活史を考慮した効果的な漁場環
境形成手法について、三浦主研は漁港を活用したイセ

エビの増殖について発表いたしました。発表後は、海
外からの参加者から他国ならではの多面的な視点によ
る質問が相次ぎ、有意義な議論ができました。
発表の全体的な傾向としては、海洋資源の持続的利
用、津波災害に対するダメージマネジメント、海洋再
生可能エネルギーに関する発表が多く、昨今の懸案に
即したものでした。

このように書けばいかにも順調に終わったように解
されるでしょうが、英語によるプレゼンはなかなかス
ムーズにはいかず、質疑応答においてもかなり座長（幸
いにも日本人）のお世話になりました。更なる研究の推
進に加えて、英語力の向上という意味でも強い動機が
得られた会議でした。“ I’ ll be back !!”

（第２調査研究部　吉野 真史）

おわりに

テクニカルセッション
▲ 発表風景：筆者
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木材増殖礁連絡会議

「木材利用を促進する増殖技術開発事業」は、木材を
利用した既存の基質材と比較して、製作が簡易で、か
つ木材の利用率が高い増殖用基質材を開発し、事業実
施への展開に必要な条件を整理した上で、全国への普
及を図ることを目的として、平成22年度から水産庁の
５か年の補助事業として実施されており、本年度が最
終年度となります。
本事業では、各地域において産出される木材の持続

利用に取り組む団体および全国への普及をめざして新
たな基質材の開発に取り組む団体を対象に、これまで
全国18地区で増殖礁の開発・実証試験が行われてき
ました（図１）。当研究所では学識経験者、専門家等の
委員から構成される事業推進評価委員会を設置し、各
地域の実証事業で得られた成果についての助言を得な
がら、事業実施への展開に必要な条件を整理し、木材
増殖礁を全国に普及させることを念頭においてとりま
とめを行っています。

「木材増殖礁連絡会議」は、各地域の取り組みの成果
を発表し合い、共通の認識と技術の向上を図る目的で
当研究所が主催し、平成23年度から毎年度開催してい
ます。今回が最後の開催となり、各地域からはこれま
での実証事業の成果の総括とともに、補助事業終了後
の事業化に向けた課題についても話題提供があり、活
発な議論が行われました。

①開催概要
◎開催日時：平成27年１月28日（水）10：00～15：30
◎開催場所：エッサム神田ホール３階　301会議室
◎主　　催：（一財）漁港漁場漁村総合研究所
◎参加者数： 実証事業各地域14団体、全国普及事業

１団体、事業評価推進委員、水産庁
合計53名

②プログラムの主な内容
１．開会（主催者挨拶）
２．水産庁挨拶
３．事業推進評価委員の紹介
４．各地域からの事業報告
５．実証試験等によって判ったこと（事務局）
６．ディスカッション（事業化に向けた今後の課題等）
７．講　評
８．閉　会（事務局）

①各地域からの事業報告
各地域で実証事業を継続している14団体と全国普及
事業を実施している１団体から、今年度の調査結果と
これまでの成果の総括、また今後の事業化に向けての
課題について報告が行われました（表１）。
各地域からの報告によれば、実証試験の結果、木材増
殖礁の機能として、魚類の早期蝟集機能のほか、水産生
物への増殖機能である、餌料生物生産における優位性、
産卵場効果、幼稚魚育成効果などの有効性が認められて
います。しかしその一方、木材の耐用年数は、海虫類の
食害により、長さ150cmの木材で５年程度と短く、そ
のため増殖機能を維持するには木材補給が必要であり、
それに要する費用によって費用対効果が得られにくい
ことが、多くの地域で課題となっていました。
報告について、委員からアドバイスがあり、各地域
では他の地域の事例も参考にしながら、事業の最終の
とりまとめを実施することが期待されます。
②実証試験などによって判ったこと
当研究所では、各地域の実証試験の結果認められた木

連絡会議開催概要

連絡会議内容

はじめに

▲ 図１：全国18地区で開催された木材増殖礁
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材増殖礁の機能、便益の考え方や費用対効果について整
理し、報告しました。また、今後の事業化にむけて必要
な検討事項として、木材礁を活用した総合的な漁場整備
や、実証試験で定量的な評価ができずに便益に入れられ
なかった効果の再検討、コスト削減のための手法につい
て、提案・紹介しました。

当研究所では、木材増殖礁の普及活動の一環として、
昨年度までと同様に、今年度も各地域の成果を事例集
にとりまとめ、各地域および各都道府県に配布する予
定です。また、継続して当財団ホームページにも成果
を掲載する予定です。木材増殖礁にご興味のある方は、
ぜひご覧になってください。

（第２調査研究部　柴田 早苗）

おわりに

▲

 表１：報告を行った各地域団体
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活動紹介

漁港施設内における衛生管理に関する講習会

神奈川県では、漁港施設内における衛生管理体制の
充実に向けた取り組みを進めております。
その取り組みの一つとして、漁業関係者等を対象とし
た衛生管理に関する講習会を行うことになり、神奈川県
からの依頼を受け、漁村総研より講師を派遣しました。

漁村総研では、これまで、水産庁からの委託事業を
受け、特定第３種漁港における水産物の高度衛生管理
推進計画の策定を行っており、そのほか、地方自治体
や漁業協同組合から漁港・市場における衛生管理に向
けた基本計画の策定や基本設計・実施設計等の業務を
受託しており、これらの経験を活かした講演を行うこ
ととしました。

◎開催日時：平成27年３月25日（水）14：00～15：30
◎開催場所：平塚市漁業協同組合漁村センター
◎参 加 者 ：漁業者、行政関係者等　約20名

◉プログラム
１．開会
２．あいさつ
３．講義　「 漁港における衛生・品質管理対策」

第１調査研究部 次長　林 浩志
４．その他
５．閉会

講義では、
１．食の安全・安心に関する状況
２．漁港における衛生管理に向けて
３．対EU輸出水産食品について
４．HACCPシステムによる衛生管理 
５．漁港における衛生品質管理に向けた基本計画
について、講義を行いました。

特に、今回の講義では、農林水産省において、農林
水産物・食品の輸出額を１兆円にするという目標の具
体化に向け、2013年８月に「農林水産物・食品の国別・
品目別輸出戦略」（「輸出戦略」）を策定・公表。そして、
2014年６月には輸出戦略実行委員会が設置され、重点
品目ごとの取組方向を示す「輸出拡大方針」が決定・公
表されるなど、水産物においても輸出拡大に向けた施
策が展開されていることから、EUにおける食品衛生に
関する法令、EUに向けた水産物の輸出、HACCPシス
テムによる衛生管理についても講義しました。

最近の衛生管理の講演では、輸出に向けた衛生管理
に関した話をする機会が増えてきています。その中で
EU-HACCPなど衛生管理の手法について説明するので
すが、衛生管理を大変なことと捉えている方が多くお
られます。
そこで、講演では衛生と品質を区分して説明してい
ます。我われ日本人は生で食する文化を育んできたこ
とから、水産物を鮮度といった視点で評価し、鮮度を
保持する取り扱いを行ってきました。これの取り扱い
こそが品質管理となります。一方、水産物においては
品質管理の要件と衛生管理の要件には共通する事項が
多く、実は、品質管理を行うことで水産物自体の衛生
管理が行われていたと言えます。ただし、作業環境は
衛生的とは言えませんが。我われは品質管理から、欧
米諸国が求めるものは衛生管理と捉えれば以外とハー
ドルは低いのでは。

（第１調査研究部　林 浩志）

開催概要

おわりに

▲ 講演風景

はじめに
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韓国海洋水産開発院視察

中国農業部公務研修視察団

駐日本国大韓民国大使館を通じて依頼のあった視察
対応について報告します。韓国からの出張者は、韓国海
洋水産開発院水産研究本部漁村養殖研究室の２名です。
日本における６次産業化の取組と漁業集落関連制度に
ついて、情報収集することを目的に来日されました。滞
在中、当研究所のほかに農林水産省も訪問されました。

◎年月日：平成26年９月10日（水）13：30～15：30
◎テーマ：水産関係の６次産業化、漁業集落関連制度
◎対　応：第一調査研究部長　中村 克彦
◎場　所：（一財）漁港漁場漁村総合研究所会議室

当方からは、漁村の活性化に寄与している６次産業
化の取組事例を中心に説明しました。韓国側からは、
他産業との連携の範囲、国としての支援の範囲など、

（一社）日中科学技術文化センターより依頼のあった
研修講師について報告します。本研修は、日中科学技
術文化センターが中国国務院外専局の認可を得て実施
しているものです。研修視察団は中国農業部のメンバー
を中心とした14名です。大半は農業担当者でした。視
察団は、農林水産省、関係団体、視察先を訪問し、情
報収集などを行っています。

◎年月日：平成26年11月20日（木）14：00～17：00
◎テーマ：日本の漁港整備
◎対　応：第一調査研究部長　中村 克彦
◎場　所：中国大使館経済商務処

はじめに

はじめに

概　要

概　要

具体的な内容について多くの質問がありました。また、
漁業集落の定義及び現状を把握するための統計手法に
ついても質問がありました。単に、情報提供するだけ
でなく、日本の施策について意見交換するなど、有意
義な時間を過ごすことができました。

研修では、日本の
漁港整備というテーマ
で、関連法令・基本
方針・長期計画の体
系、整備予算の推移、
計画・設計手法などに
ついて説明しました。
中国側は、長期計画の位置づけ、予算額、設計手法につ
いて特に関心があった模様で、時間を延長して質疑応答
を続けました。また、関連する市販の冊子を購入するな
ど、関連データの収集にも熱心でした。大使館職員や日
中科学技術文化センター職員の方々の通訳が非常に上手
で、中国側の話も説明してもらえるなど、当方としても
得るものがあった研修となりました。

（前第１調査研究部部長　中村 克彦）
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活動紹介

日本学術会議主催学術フォーラム
「 東日本大震災からの水産業および関連沿岸社会・
自然環境の復興・再生に向けて（第２回）
－日本学術会議の第二次提言を踏まえて－」
はじめに
日本学術会議主催により2014年11月21日に開催さ

れたシンポジウムへ講師を派遣しました。日本水産工
学会からの依頼によるもので、東日本大震災における
漁港・漁場・漁村の復旧の現状と課題について講演を
しました。
その中で、漁港の復旧・復興については、陸揚げ用

の岸壁の整備を最優先で進め漁業生産も震災前70%の
水準まで回復してきており、今後は、防波堤等の外郭
施設や小規模漁港の整備に重点が移っていくこと、漁
場のガレキ処理については、沿岸の定置漁場や養殖場
については概ね終了したこと、漁村の復旧・復興につ
いては、高台移転や地盤のかさ上げなど大規模な工事
を伴っていることもあり、他の水産基盤に比べて相対
的に遅れていること等について説明しました。特に、
水産学者の間で関心の高い被災地の防潮堤の問題につ
いては多くの時間を割き、中央防災会議が示した津波
に対する防災・減災対策の基本的な考え方とその考え
方を踏まえた具体的な検討事例等について丁寧に説明
させていただき、正確な理解をしていただくことに努
めたところです。なお、当研究所による講演は、大学
や水産研究所の研究者による当日行われた14本の講演
の中の一つです。

◎会議名：  学術フォーラム「東日本大震災からの水産
業および関連沿岸社会・自然環境の復興・
再生に向けて（第２回）－日本学術会議の
第二次提言を踏まえて－」

◎主催者：  日本学術会議　食料科学委員会水産学
分科会

◎共催者：  水産・海洋科学研究連絡協議会、日本水
産学会、東京海洋大学、北里大学海洋生
命科学部

◎後援者：  日本農学アカデミー、大日本水産会、全
国漁業協同組合連合会、水産海洋学会、
日本付着生物学会、日本魚病学会、国際
漁業学会、日本ベントス学会、日本魚類
学会、地域漁業学会、日仏海洋学会、日
本海洋学会、日本水産増殖学会、マリン
バイオテクノロジー学会、日本水産工学
会、日本プランクトン学会、漁業経済学会、
日本藻類学会

◎年月日：2014年11月21日（金）10：00～17：20
◎講演名：水産基盤（含む防潮堤）復旧の現状と課題
◎講　師：影山 智将
◎開催地：日本学術会議講堂（東京都港区）

（理事長　影山 智将）

シンポジウム概要
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「第３回国連防災世界会議」
漁業地域の津波防災シンポジウム

東日本大震災により、東北地方の沿岸部を中心とす
る漁業地域は甚大な被害を受けました。４年が経過し
た現在も、水産庁をはじめとした関係省庁や地方自治
体が、地域の漁業者などと共に水産業の復旧・復興に
全力で当たっているところです。
そこで、今回、宮城県の仙台市で第３回国連防災世

界会議の開催にあわせ、関連事業の一つとして「漁業地
域の津波防災シンポジウム」が開催されました。東日本
大震災での被災や復興の経験をふまえ、特に漁業地域
における津波対策の考え方や課題について、国内外の
学識経験者や被災地の漁業者により議論されました。

◎日　時：平成27年３月18日（水）13：00～16：00
◎場　所：宮城県仙台市

東北大学 今村災害科学国際研究所長を来賓に迎え、
前半は秋田大学　松冨英夫 地域防災力研究センター長
やインドネシア海洋水産省 アブドラ・ムハリ沿岸防災
対策官らによる津波防災に関する講演が行われました。
講演の後は、松冨センター長を座長に、岩手県、宮城県
の行政担当者及び漁業者も参加したパネルディスカッ
ションが行われました。
講演やシンポジウムの内容は、日本語と英語に同時

通訳され英語の講演内容や、海外からの参加者にも対
応していました。
ディスカッションでは、津波対策の基本的な考え方と

して「防災体制」「防災施設」「防災まちづくり」の三本柱
の必要性や、海外の事例から漁業者やその地域の習慣、
生活にたったきめ細かな復興対策が必要なこと、復旧・
復興にはリーダーの素早い対応が不可欠なことなどの
意見について活発な議論が交わされました。
シンポジウムは、傍聴希望者を会場の補助の椅子を

使用しても収容しきれず、立ち見も出るほどの盛況ぶ

はじめに

シンポジウムの内容

りで、津波防災の対策から復旧・復興の課題への関心
の高さがうかがえました。
今回の国連防災世界会議で、唯一漁業地域にスポッ
トを当てたシンポジウムで議論された課題や提言は、
今後の防災対策や復興に携わる多くの関係者にとって
貴重なものとなるでしょう。

（第１調査研究部　丹治 雄一）

▲ 講演風景

▲ 講演者、来賓の記念撮影
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活動紹介

漁場施設研究会第11回研究例会を開催しました

平成27年３月11日13：00から千代田区のエッサム
神田ホールにおいて、漁場施設研究会の第11回研究例
会を開催しました。本研究会は、漁場施設の蝟集機能
や増殖機能等に関する研究及び漁場・増殖場造成に関
する研究を行うことを目的としたもので、事務局を当
研究所に置いています。会員は、漁場施設の蝟集機能
や増殖機能及び漁場造成に携わる企業及び学識者等で
構成されており、漁場施設の蝟集機能や増殖機能等に
関する研究、漁場・増殖場造成に関する研究等を行っ
ています。

研究例会は、会員をはじめ水産庁、都道府県の関係
部局の計84名の参加で開会しました。最初に会長であ
る当研究所の影山理事長の挨拶に続き、水産庁漁港漁
場整備部計画課中泉課長のご挨拶がありました。その
後、当研究所の伊藤より、これまでの研究会の経過報
告を行った後、事例報告に入りました。
事例報告では、１）話題提供、２）調査手法、３）魚礁

効果、４）増殖機能のテーマ別に13課題の発表が行われ、
最後に総合討論が行われました。

◎開催日時：平成27年３月11日（水）13：00～17：00
◎場所：エッサム神田ホール２階　多目的ホール

◉プログラム
１．開会　会長挨拶 
２．水産庁挨拶
３．これまでの経過報告
４．事例報告　　
①話題提供
１）漁場施設の機能保全における課題

②調査手法（45分）
１） 日本海西部地区におけるズワイガニ・アカガ
レイ保護育成礁の効果調査手法について

２） 五島西方沖地区マウンド礁の整備効果調査手
法について

３） 関西空港護岸での超音波コード化発信機によ
るキジハタの行動追跡

③魚礁効果
１） 人工マウンド礁におけるイサキの行動解析と
摂食

２）乱積魚礁効果・魚群の推定
３） 高層魚礁における定点カメラを付加した効果
事例

④増殖機能
１）貝殻構造物の物質循環の促進機能
２） 小型貝殻ブロックを使用した沿岸環境保全の
取り組み事例

３） 環境共生に配慮したブロック－テトラネオ･
ペルメックス－の現地調査

４）アオリイカ産卵礁の効果について
５）核藻場礁セルMPSの藻場造成効果について
６） 災害廃棄物（コンクリートがら）を利用した増
殖礁の効果について

５．その他
６．閉会

１） 話題提供：当研究所の伊藤より「漁場施設の機能
保全における課題」について報告がありました。
漁場施設は、漁港施設と違い殆どの施設が海中に

開催概要

事例報告

はじめに

▲ 来賓挨拶
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設置されていることから、漁場施設ならではの機
能保全の考え方、施設の劣化状況と対策工、機能
保全を行うことによる効果の考え方について方向
性を示しました。

２） 調査手法：事務局側から、フロンティア漁場整
備として実施している日本海西部地区のズワイ
ガニ・アカガレイを対象とした保護育成礁の効果
調査手法、五島西方沖地区のアジ・サバ・イワシ
を対象とした湧昇マウンド礁の効果調査手法を紹
介しました。会員からは、超音波コード化発信機
によるキジハタの行動追跡について紹介されまし
た。調査成果に基づき、事業の進展が期待される
ところです。

３） 魚礁効果：事務局側から、バイオテレメトリー等
によるマウンド礁近辺でのイサキの行動と摂餌の
解明結果を紹介しました。会員からは、ROVを用
いた乱積コンクリとブロック魚礁の効果と魚群の
推定、鋼製高層魚礁に定点カメラを取り付け、蝟
集魚類の連続観察を行った事例について紹介され
ました。

４） 増殖機能：事務局側から、災害廃棄物（コンクリー
トがら）を利用した増殖礁の効果として潜水調査
による結果を紹介しました。会員からは、貝殻構

造物の物質循環の促進機能、簡易に設置できる小
型貝殻ブロックを使用した沿岸環境保全の取り組
み事例、魚礁ではありませんが魚礁と同様の効果
が発現されている環境共生に配慮したブロック
（テトラネオ･ペルメックス）の現地調査事例、ア
オリイカ産卵礁の効果、核藻場礁セルMPSの藻場
造成効果について紹介されました。編集者として
は、アオリイカの発表がアオリイカの生態の報告
が多く盛り込まれ、すごく興味を持ちました。

事例報告終了後に、学識者・行政・企業を交えた総
合討論を行いました。昨年10周年の節目を迎え、今回
からが新たなスタートとなったところですが、会員の
皆様の事例調査は年々充実してきていると思われます。
しかし、事例調査成果を研究成果として取りまとめ、
今後の漁場整備の進展に寄与させていくうえでは、調
査成果の科学的解析・検証の課題が残っていることが
学識者から提起されました。
今後は、会員の皆様の事例調査の蓄積とともに結果
の解析の更なる創意工夫を期待しております。

（第２調査研究部　松本 卓也）

▲ 発表風景 ▲ 総合討論

おわりに
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本書は、「自然から得られる恵みを人間が持続的に甘
受するために、どのような制度が必要なのか、漁業を
対象に考察するためにまとめられた」書である。具体
的には日本において、漁業管理や海の生態系保全と、
人間の営みを両立させるにはどのような制度が必要な
のか、について考察されている。
この様な見地から第２章では漁業の構成や資源の状

態を概観することにより、日本の漁業の現状を把握し、
第３章から第９章までは漁業管理に関する制度がまと
められている。具体的には，第３章では日本の漁業管
理制度の歴史的変遷、第４章では現在の漁業権制度の
解説、第５章では漁業権制度の法的解説、第６章から
第８章では具体的な漁業管理について、青森県のナマ

コ漁業、伊勢湾のイカナゴ漁業、北部日本海のハタハ
タ漁業、沖合のズワイガニ底曳漁業、マイワシ・マサ
バを対象とした大中型巻き網漁業の事例として紹介し
ている。また、一般市民による遊漁やダイビングにな
どの海洋レクリエーションと漁業管理の関係について
も、判例を用いながら紹介している。これを受け９章
では漁業管理について総括がなされている。
第10章以降は考察を広げ生物多様性条約、ミレニア
ム生態系評価、海洋保護区、知床世界自然遺産海域の
活動など多様な具体事例が示されており、非常に多岐
にわたる諸問題を分かりやすく解説しています。一読
すれば、漁業権に関し何か分からないときにきっと役
立つ「人生のアンチョコ（虎の巻）」間違いなしです。

日本漁業の制度分析
－漁業管理と生態系保全－

◎牧野 光琢 著
　恒星社厚生閣　本体3,300円＋税
　（ISBN 978-4-7699-1454-9）

伊藤部長のオススメ！

オススメのこの1冊
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林次長のオススメ！

ハモの旅、メンタイの夢

◎竹国 友康 著
　岩波書店　本体2,600円＋税
　（ISBN-10：4000244736）
　（ISBN-13：978-4000244732）

日本から韓国は最も近い外国でありながら、知ってい
るようで知らないことが多いのではないでしょうか。こ
れまで、幾度となく不孝な出来事がありましたが、長い
歴史の中で日本と韓国の交流から生まれてものは、文化
をはじめとして、様々のことを育んできました。そのよ
うな中、「さかな」から見た交流史が本書です。
唐突ですが、韓国で「ミョンテ」と呼ばれるこの魚は、

漢字で書くと「明太」、何となく解りかけてきたような、
日本ではおなじみの「明太子」、日本の魚名は「スケトウダ
ラ」です。日本では卵の方が重宝され、身の方は見向きも
しません。そして、韓国では「鍋に入れて食べる」ことぐ
らいの知識しか持ち合わせていません。しかし、韓国では、
ミョンテは日常的にも大変よく食される庶民の魚である
とともに、祭祀には欠かせない供物でもあり、乾燥させ
て干物にした「プゴ（北魚）」は、食材としてはもちろんの
こと、韓国社会の祭祀ではプゴを「祭物」としているとの
ことです。神に捧げる神聖な食べ物は、そのすべてが有
用であり、捨てるような部分があってはならないという
ことから。また、その容姿から「厄除け・厄祓い」として
見なされており、現在に至るまで、民間信仰と深く結び
ついた「特別な魚」としてあり続けているとのことです。
ところかわって、７月の京都市中央卸売市場では、

ハモの取引の最盛期を迎えます。１年間の取引量約

600トンのうち韓国からのハモは約25～30%を占め、そ
して、国産のハモの方が高い評価と思いがちですが、実
は、韓国のハモは、日本のハモに比べて脂の乗りがいい
うえ、骨がやわらかく、そうした韓国のハモのうまさや
調理のしやすさが料亭の板前さんたちの間で評判となり、
競って求められ、その結果、市場価格も国内産の３、４倍
もするようになっているとか。そして、これらハモは、
韓国の南海一帯の固城、蛇梁島、泗川、南海、麗水で水
揚げされ、活魚車で釜山まで運ばれ、その後、選別、冷
水が入った硬質ビニールに詰められ、酸素が注入され、
さらに発砲スチロール箱に詰められ、関西空港へ向けて
旅立つとのことです。
本書では、ミョンテやハモを中心として、日韓のさか

なの交流の現状や日本人の漁業が韓国在来の漁業に与え
て影響など、あまり知られていないことが現地取材と史
料で明らかにされています。知らなかったことに多く出
会える書物ではないでしょうか。
なお、韓国から日本へ輸入される水産物の上位品目
を取引額で見てみると、①カツオ・マグロ類、②活魚、
③アワビ、④カニ調整品、⑤ワカメの順で、２位の活魚
はヒラメ、アナゴが中心である。一方、日本から韓国へ
輸出される水産物は、①スケトウダラ、②タイ、③サバ、
④ホタテ貝の順です。
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東日本大震災の発生から４年が経過しました。テレ
ビや新聞等で一部報じられていますが、被災地の復興
は必ずしも順調に進んでいないと感じています。解決
すべき問題や課題が多く、被災地の皆さんが納得でき
る復興というのはまだ実現していないように思います。
地震の多い我が国においては、これまでに様々な防

災・減災対策が講じられてきました。東日本大震災で
はそれらの対策が被害の軽減に寄与したケースもあり
ますが、現在の復興状況を見ると、そもそも何らかの
対策が欠けていたのではないかと思います。
牧紀男氏の「復興の防災計画」は、この欠けていた

対策のヒントが書かれた本だと思います。この本は、
タイトルにも書かれているように「復興」に着目して
います。内容は、東日本大震災における復興上の課題、
過去の復興事例や海外の復興事例の分析、防災・復興
計画の変遷や実行性の評価など多岐にわたりますが、
特に発生が懸念される巨大災害を見据え、災害が起こ
る前から防災対策の一部として復興についても考える
べきとしている最終章は、防災担当の行政の方々に是
非、読んで頂きたい部分です。
具体的には、「事前復興計画」として、復興対策を地

域住民や行政が一体となって検討し、とりまとめるこ
との有効性が示されています。その事例として、首都
直下地震のリスクを抱える東京都の取組が取り上げら
れています。東京都では震災復興マニュアルが策定さ
れており、その中で復興の全体像やプロセス、都民が
復興に向けて行動する際の選択・判断基準などが示さ
れています。本書ではこのようなマニュアルをベース
として、東京都が習熟・検証するための模擬訓練や地
域住民との協同による震災復興まちづくりの模擬訓練
を行ってきていることなどが紹介されています。
大規模災害が発生してから復旧や復興を進める場合、

やはりその対応の範囲には一定の限界があると考えます。
本書が勧める事前復興計画により、地域の復興を見
据えた対策を予め講じることができれば、地域の意見
を踏まえた復興の姿に向かって円滑に対応を進めるこ
とができるのではないかと思います。
我が国では、南海トラフ地震などの大規模地震の発
生が懸念されています。「復興の防災計画」は、行政関
係者をはじめとする幅広い関係者の方々に読んで頂け
れば、地域におけるより有効な復興対策の検討ができ
るのではないかと思います。おすすめの一冊です。

復興の防災計画
巨大災害に向けて

◎牧 紀男 著
　鹿島出版会　本体2,400円＋税
　（ISBN 978-4-306-09428-4）

中村前部長のオススメ！

オススメのこの1冊
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柴田研究員のオススメ！

地方消滅

◎増田 寛也 編著
　中公新書　本体820円＋税
　（ISBN 978-4-12-102282-0）

「人口減少」と聞いても、それが自分たちの住む街や暮
らしに将来どんな影響があるか実感がわきにくいと思う。
人口減少が全国896の市町村の消滅に発展する可能性の
ある差し迫った問題であることを、本書は豊富なデータ
をもとに、読者に強く訴えかける。日本の人口減少の２
つの大きな要因である「東京一極集中」と「少子化」につい
て解説し、対策を提言している。
国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人

口（平成24年１月）」によれば、2010年に１億2806万人
あった日本の総人口は、2100年には4959万人と、現
在の約40％の水準になるという。本書の「2010年から
2040年にかけての30年間で896の市町村が消滅する可
能性が高い」という予測は、この推計をベースにしている。
次の世代の人口に大きく影響する20歳～39歳の女性（若
年女性）が30年間に５割以上減少する市町村の数が896
にのぼるというのである。
若年女性が減少する要因は東京圏への人口移動であ

る。東京の出生率は極端に低く、地方の若者を吸い寄せ
るが再生産はしない「ブラックホール」と化している。地
方が、若者を東京圏に吸い尽くされた末に消滅すれば、
結局は東京圏も衰退し、共倒れとなる。本書では「東京

一極集中」への歯止めをかけるため、全国61の地方中核
都市を防衛線とし、そこに資源と政策を集中させること
を提言している。
この提言でいくと、61の中核都市以外の市町村の消滅
の可能性は変わらない。当然、多くの漁村も「消滅可能
性都市」に含まれる。巻末の有識者との対談の中で、著
者は総務省の支援する地域おこし協力隊などで「都会か
ら地方に去る若者」にかすかな希望を感じるとしている。
また進学で首都圏に出た若者が就職時に地元に戻る「22
歳の決断」をする人を増やすことが大事だと述べている。
漁村の振興に多少でも関わっている書評者は、これに手
ごたえを感じる機会がある。本報のNEWSで岩手県の「大
槌町漁業学校」の取り組みを紹介した。受講生は50歳手
前の都会の人が多く、「40代の決断」をして、大槌町で
漁師になろうと真剣に考えている。漁業学校の運営に携
わって、地方に魅力を感じている人は少なくないと思う
ようになった。
もっと東京と地方が歩み寄り、お互いの問題を解決
する取り組みが必要なのではないか。消滅回避に向けて
（？）、微力ながら漁村と都会をつなぐ役割を続けていき
たいと思う。
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当研究所は漁港・漁場・漁村に関するさまざまな要請に対して、研究・開発など、
幅広い活動を進めるため、農林水産大臣所管の“公益法人”として設立されました。
新しい技術の導入と実用化を図り、さらに、漁村の生活や環境問題についても
考察し、これらの成果を多くの漁港・漁村関係者に普及するなど、“みんなの
研究所” として新たな課題に取り組んでいます。

私達は、皆様と一緒に、漁港・漁場・漁村
の未来（豊かな沿岸域環境の創造）を考えたいと
思います。

The 論文

学会・シンポジウム等への論文投稿・発表（平成26年9月～27年3月）

編集後記

年度末のドタバタが通り過ぎ、桜の時期もあっという間に終わり、新年度がスタートしました。ここに37号がようやく完成し、お手元に届
けられることに安堵しております。
仕事柄、会議の議事要旨を作成する機会が多くあります。今はICレコーダーで録音し、後日会議メモとにらめっこして作成するのが普通

です。昔はカセットテープで録音したことから、通称「テープおこし」と呼んでいます。時間を要する気の重い作業ではありますが、きちん
と内容を理解しないと上手くまとまらないので、いわば復習の時間です。また、会議の場では気付かなかった発言者の真意が時間差で伝わる
こともあります。今回、改めて調査研究成果発表会の講演記録の収録に携わりましたが、自身の理解不足もあり、予想通り？骨が折れました。
一方で、発表者の皆様が時間をかけて準備頂いた内容の濃い話を、簡潔、丁寧に伝える工夫が随所で感じられ、頭が下がる思いでした。一朝
一夕にはできないことですが、自身のプレゼンもそうありたいと思いました。 （H.M）

日本地域学会 第51回（2014）年次大会 講演（26.10）　「地域と一体になった水産物の衛生品質管理について」
日本学術会議主催公開シンポジウム「東日本大震災からの水産業および関連沿岸社会・自然環境の復興・再生に向けて（第２回）
－日本学術会議の第二次提言を踏まえて－ 講演（26.11）　「水産基盤（含む防潮堤）復旧の現状と課題」
第13回全国漁港漁場整備技術研究発表会 講演（26.11）　「漁港における防波堤と防潮堤による多重防護の適用検討事例」
第14回日本地震工学シンポジウム 講演（26.11）「漁港海岸の胸壁に作用する津波波力に関する研究」
津波来襲時の漁船の避難に関する研修会 講演（27.2）　「津波来襲時の漁船避難について」
ワ－クショップ 漁村を訪う・漁業を学ぶ 基調講演（26.7）　「漁村の課題」

活動報告（平成26年9月～27年3月）

◎全国漁業協同組合学校講師派遣【漁業協同組合】26.9.3、9.10　　◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会東京開催講師派遣【大水・FIDEC】
26.10.28～ 29　　◎平成26年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る産地関係者を対象とした講習会講師派遣【紀北町
長島地区産地協議会・海洋水産システム協会】26.11.13　　◎平成26年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会（魚礁機能のメカニズム解明
と定量化）講師派遣【水工研】26.12.1　　◎水産工学技士（水産土木部門）養成講習会福岡開催講師派遣【大水・FIDEC】26.12.2～ 3　　◎平成
26年度水産公共関連民間技術の確認審査・評価事業第１回委員会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】26.12.3　　◎平成26年度積算技術情報検討委
員会委員派遣【FIDEC】26.12.19　　◎産地協議会活動支援事業おける専門家の派遣【明石浦地区産地協議会・全漁連】27.1.6～ 7　　◎ワ－クショ
ップ漁村を訪う・漁業を学ぶ講師派遣【東京海洋大】27.1.8　　◎平成26年度国産水産物流通促進事業のうち品質・衛生管理指導者事業に係る産地
関係者を対象とした講習会講師派遣【北海道八雲町落部地区水産業産地協議会・海洋水産システム協会】27.1.23　　◎第28回福岡県市町水産関係
幹部職員研修会講師派遣【福岡県漁港漁場協会】27.2.27　　◎平成26年度漁港漁場講習会講師派遣【全国漁港漁場協会】27.3.4　　◎平成26年
度水産公共関連民間技術の確認審査・評価事業第２回委員会委員派遣【漁港漁場新技術研究会】27.3.10　　◎ヤリイカ増殖場機能回復技術検討会講
師派遣【青森県】27.3.25
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■都営地下鉄新宿線「岩本町駅」A5、A4出口…徒歩2分
■東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口…徒歩3分
■JR線「秋葉原駅」昭和通り口…徒歩6分
■首都高速道路1号線本町ランプ…400m

一般財団法人　漁港漁場漁村総合研究所
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