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「水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン」の改訂 
 
２－８ 生命・財産保全・防御効果 
  

１．基本的な考え方  
 防波堤、護岸、土地の造成等が、台風、高潮、津波等に対して、①漁港の様々な機能施設、
②漁港施設以外の社会資本、③背後住民の生命や財産を保全する効果が考えられる。  

  
２．便益の計測方法  
（１）防波堤、護岸、土地の造成等に伴う生命・財産の保全・防御効果  
   便益額の算定は、原則として海岸事業の費用便益算定法の考え方に基づくものとする。 

年間便益額（Ｂ）＝（Ｃ1 ＋Ｃ2 ＋Ｃ3 ＋Ｃ5 ）×Ｙ＋Ｃ4  
Ｃ1：一般資産被害額（円）  
Ｃ2：公共土木施設被害額（円）  
Ｃ3：公共事業被害額（円）  
Ｃ4：再生産不可能有形資産額(土地の侵食=１ha当たり単価×年間侵食面積)（円）  
Ｃ5：一般の営業停止損失額（円）  
Ｙ ：高潮や津波等の被災確率（％）  
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「水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン」の改訂 
 

 
年間便益額（Ｂ）＝対象とする高潮等に対する発生確率を考慮した被害軽減額の総和 
      ＝Σ（（ｄ１－ｄ２）×Ｙ）＋（ｄ３ーｄ４） 
 
ｄ１：対象とする高潮等に対する、発生確率を考慮したwithout時（現況）の被害額（円） 
ｄ２：対象とする高潮等に対する、発生確率を考慮したwith時（対策後）の被害額（円） 
ｄ３：without時（現況）の再生産不可能有形資産額(土地の侵食=１ha当たり単価×年間侵食面積)（円）  
ｄ４：with時（対策後）の再生産不可能有形資産額（円） 
Ｙ ：高潮等の被災確率（％）  
     
ここで、被害額（ｄ）は、以下の式により算定する。 
被害額（ｄ）＝一般資産被害額（円）+公共土木施設被害額（円）+公共事業被害額（円）+一般の営業停止損失額（円） 
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（４）津波に対する外郭施設等の整備に伴う生命・財産の保全・防御効果 

 防波堤や水門をはじめとする津波低減効果のある外郭施設等が整備されることにより、津波来
襲時における、漁港及び漁港背後の物的被害（荷捌き所、家屋、漁船等）、人的被害、漁業生産
被害の軽減効果が期待される。 

年間便益額（Ｂ）＝対象とする津波に対する発生確率を考慮した被害軽減額の総和 
          ＝Σ（（ｄ１－ｄ２）×Ｙ） 
  ｄ１：対象とする津波に対する、発生確率を考慮したwithout時（現況）の被害額（円） 
  ｄ２：対象とする津波に対する、発生確率を考慮したwith時（対策後）の被害額（円） 
   Ｙ：対象とする津波の発生確率 

 ここで、被害の軽減効果は、数値シミュレーション等により、津波低減効果（津波高の低減、浸
水深の低減、浸水範囲の減少、津波到達時間の遅延等）を算定し計測する。また、複数の津波に
対して被害が軽減されることを想定する場合には、複数の津波による軽減額の総和を便益額とす
る。 
 被害軽減額の算定にあたっては、物的被害については「Ⅲ ２ ２ー８ ２（1）防波堤、護岸、土
地の造成等に伴う生命・財産の保全・防御効果」、人的被害については「Ⅳ ２ ２―９ ２（1）災害

時の避難経路及び避難場所の確保効果」、漁業生産被害（関連する産業への被害を含む）につ
いては、「Ⅲ ２ ２ー８ ２（2）耐震強化岸壁の整備に伴う生命・財産の保全・防御効果」を参考と
する。 
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1 多重防護による防災・減災対策の目的 

漁港 

従前 今後 

【漁港】 
  防波堤により、台風や低気圧に伴う高潮・高 
 波浪に対して港内の静穏度の向上等を図り、漁 
 船避難や出漁回数の増加、また、漁港内の市場 
 や荷捌所等の水産関連施設や漁村の住民の生命 
 を保全。  
【漁村】 
  防潮堤により、台風や低気圧に伴う高潮・高 
 波浪、津波から漁村の住民の生命ならびに財産 
 を防護。 

【漁港】 
  防波堤により、従前からの役割に加えて、津波に対し 
 ても、浸水深さや流速を抑えることで漁港内の市場や荷 
 捌所等の水産関連施設の被害を低減させ、到達時間を遅 
 らせることで漁業関係者等が避難する時間を創出し、人 
 的被害を低減させるなど、堤外地の減災を図る。  
【漁村】 
  防波堤と防潮堤の多重防護により、特に津波に対して 
 効率的かつ効果的に漁村の住民の生命ならびに財産の被 
 害を低減させるなど、堤内地の減災を図る。 

漁村 防潮堤 

漁港 

漁村 防潮堤 

防波堤 

東日本大震災 
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２ 多重防護による主な効果 

防波堤なし 
防潮堤あり 

防波堤あり 
防潮堤あり 

防
潮
堤
に
よ
り
防
護 

多
重
防
護
に
よ
り
防
護 

（防災） 

（防災） （減災） 

堤外地 堤内地 【堤内地】 
・防潮堤により、堤内地への津波の侵入を抑止し、背 
 後集落の人命・財産を防護する。（防災） 

【堤外地】 
・防波堤により、堤外地への津波の侵入を抑止し、漁 
 港内に滞在する水産関係者の生命や水産関連施設等 
 の被害を軽減する。（減災） 
【堤内地】 
・防波堤と防潮堤の多重防護により、堤内地への津波
の侵入を抑止し、背後集落の人命・財産を防護する。
（防災） 
【防潮堤】 
・防波堤による津波低減効果により、防潮堤の所要天 
 端高を抑える。 堤外地の被害低減 防潮堤天端高の低減 

（倒壊） 

< 発生頻度の高い津波に対する多重防護による効果の考え方> 

延伸、嵩上げ、配置 
粘り強い構造 
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■津波による被害の算定 
 「水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン」（水産庁漁港漁場整備部）では、費用対効
果分析の対象とする効果を、①実用的な範囲内で貨幣換算が可能な効果、②それ以外の定量的また
は定性的に把握する効果（貨幣換算が困難な効果）としており、多重防護を活用した防災・減災対
策事業の費用対効果分析についても同様に考えることができる。 
 多重防護による効果については、①水産関連施設・漁船等の物的被害の軽減に係る効果、②避難
可能人数の増大に伴う漁業関係者・住民等の人的被害の軽減に係る効果、③漁港、漁船、市場及び
加工場など漁業生産機能等の維持に伴う漁業・水産加工業の生産被害の軽減に係る効果、④防潮堤
の高さを低く抑えることに伴う、背後用地の利活用、漁業活動・生活の利便性の向上及び集落景観
の維持に係る効果など多様な効果が考えられる。 
 この中で、貨幣換算が可能な主な効果として「物的被害・人的被害・漁業生産被害」について整
理する。（下表） 
被害種別 便益の捉え方 

物的被害  津波シミュレーション等を用いて、多重防護による対策前後の浸水域の範囲や浸水高等から被害額の差を
便益として捉えることができる 

人的被害  津波の到達時間の遅延等によって被災を免れる人（避難可能人数）の増加分を便益として捉えることがで
きる。 

漁業生産被害 

 津波対策を講じた場合と対策を講じない場合の漁業生産被害等の差を便益として捉えることができる。な
お、漁業生産被害に係る効果については、漁業者等民間の自主的な対策（例えば、荷さばき所内の設備を津
波浸水高以上のところに設置するなど）を併せて実施することで、より効果（便益）が大きくなることが期
待できる。 
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（２）漁港・漁村における津波低減対策の便益算定手法 
Ⅰ．物的被害の算定 

津波による物的被害の算定については「海岸事業の費用便益分析指針（改訂版）」の“一般、
農地資産被害額の算定”の考え方を基本とする。 
漁港施設による津波対策の便益算定において検討する項目は、以下のとおりとする。 
 ①一般資産額（家屋等） 
 ②一般資産額（家庭用品） 
 ③一般資産額（事業所資産） 
 ④一般資産額（農漁家資産） 
 ⑤農産物被害 
 ⑥公共土木施設等被害 
 
なお、被害額の算定に当っては、既往文献等の参考となる被害率の考え方（後述）について
参考とする。 

■基本的な考え方 
 漁港施設による津波対策を講じた場合（with）の一般資産（家屋、家庭用品、事業所資
産、農漁家資産）等の被害額と、対策を講じていない場合(without)の一般資産等の被害
額の差分から、物的被害を算定する。 

※海岸事業との便益の二重計上に留意する必要がある。 
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①一般資産額（家屋等）の算定式 

◆海岸事業の費用便益分析指針より 
 
 家屋等＝家屋等平均床面積×家屋等数×家屋等1m2当り単価×被害率 
 
ここで、 
・家屋等平均床面積：県・市町村統計書データ 
・家屋等1m2当り単価：治水経済調査マニュアル（案）数値 
・被害率：中央防災会議（内閣府、2012年）「南海トラフの巨大地震建物被害・人的被害の被害 
     想定項目及び手法の概要」での調査結果を参考としても良い。 

<人口集中地区木造損壊割合> <人口集中地区外の木造損壊割合> 



Ⅱ．人的被害の算定 
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■基本的な考え方 
 漁港施設による津波対策を講じた場合(with)、対策を講じない場合(without)と比べて
津波の到達時間の遅延、浸水範囲の縮小による避難距離の短縮等が期待される。これに伴
い、被災を免れる人（避難可能人数）が増加し、便益として計上される。対策を講じた場
合と講じない場合の避難可能人数の差分から、人的損失額を算定する。 

津波による人的被害の算定については「水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン」
の“災害時の避難経路及び避難場所の確保効果”の考え方を基本とする。 

人的損失額 

財産的被害（逸失利益、医療費） 

精神的被害 

※ここでは、津波による避難を対象としていることから、死亡のみを対象
とし医療費については対象には入れていない。 
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◆水産基盤整備事業費用対効果分析のガイドライン（災害時の避難経路及び避難場所の確保効果）より 
  
 年間便益額(B)＝N×(P1＋P2)×r 
   ここで、 
   ・N：避難可能人数の差分（人）※1 
   ・P1：１人当り逸失便益（円／人）※2 
   ・P2：１人当り精神的損害額（円／人）※3 
   ・r：災害（津波）発生確率※4 
 
   ※1：Nについては、津波対策を講じた場合と講じない場合を想定した数値シミュレーション 
     結果等の差分から算定 
   ※2：逸失便益＝ Σ(年収－生活費)×(ライプニッツ係数＊) 
   ※3：精神的損害額は、被災者やその家族及び友人等が被る痛み、苦しみ、悲しみ、生活の質の 
     低下等の非金銭的損失 
   ※4：「地震調査委員会」が公表する地震発生確率を用いて算出 
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Ⅲ．漁業生産被害の算定 
■基本的な考え方 
 漁港施設による津波対策を講じた場合と対策を講じない場合それぞれの漁業生産回復曲
線を描き、２つの曲線を重ね合わせた際の差分から、漁業生産被害を算定する（下左図）。 
 ここで、漁業生産は様々な産業と関連している（下右図）ことから、直接被害として漁
業生産量が減少することにより、間接被害として関連産業にもマイナスの波及効果が発生
することを考慮し、地域のその他産業への波及被害を算定する。 

水産業の復興
生産性の減少

　生産の再開

100%

応急 復旧事前 直後
時間

生
産
性

災害発生

減災対策なし

減災対策あり

対策実施による漁業生産回復イメージ 漁業生産からの波及イメージ 

出典：水産物産地市場の減災計画策定マニュアル（水産庁） 



○陸揚機能 
 ・漁船 
 ・荷捌き施設（建屋、コンベア、選別機、トロ箱等） 
 ・製氷施設（建家、製氷機械等） 
○保管機能 
 ・冷蔵庫、冷蔵庫（建家、冷蔵冷凍機械等） 
○流通機能 
 ・車両 
○加工機能 
 ・加工場（建家、加工場、冷蔵冷凍機械等） 
○販売機能 
 ・店舗 
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これらのいずれかの機能が不足しても漁業生産
が維持されないものと想定 

漁業生産を維持するために求められる機能 生産量減少による直接的な影響範囲 

生産量の減少 

漁業者の収入低下 

漁協等の売上低下 

地元加工業の売上低下 

※被災による直接的な影響を及ぼすものは、生産量
であるため、生産額ではなく、生産量の減少が地域
の水産関連業に与える影響を便益として計上する。 

◆具体的算定方法（漁業生産被害） 



港口水門

港口水門

従来外郭施設

従来海岸

保全施設 従来外郭施設従来海岸

保全施設

外港北防波堤

新設

外港南防波堤

延伸

内港海岸保全

施設

内港海岸保全

施設

従来外郭施設従来海岸

保全施設

港口水門

港口水門

従来外郭施設

従来海岸

保全施設
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■対策案イメージ 
Case1（現況） 
（Ｌ２_現況施設_外郭施設_倒壊_ 
  海岸保全_２ｍ倒壊） 

Case3（外郭施設延伸） 
（Ｌ２_現況施設_外郭施設_壁立て+堤防   
新設、延伸①_海岸保全_２ｍ倒壊） 

Case2（港口水門） 
（Ｌ２_現況施設＋港口水門L2対応_外
郭施設_維持_海岸保全_２ｍ倒壊） 

（参考）焼津漁港における各種津波対策案イメージと浸水エリア 
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■最大浸水深（Ｌ２津波） ■港口水門(case2)＞防波堤延伸(case3)の順で効果が確認できる 

                    ■浸水面積は、津波対策によって７割程度軽減される。 

0.3m 未満

0.3m 以上 1.0m 未満

1.0m 以上 2.0m 未満

2.0m 以上 3.0m 未満

3.0m 以上 4.0m 未満

4.0m 以上 5.0m 未満

5.0m 以上 6.0m 未満

6.0m 以上

最大浸水深

Case1（現況） Case3（外郭施設延伸） Case 2（港口水門） 

今後の検討課題 
 焼津地区（漁港区域及びその背後市街地）の防災・減災対策を効率的かつ効果的に推進するため、学識経験者、国（水産庁）、 
静岡県、焼津市及び地元関係者からなる検討の場を設置し、港口部の水門の整備や防波堤の延伸等の各対策による津波低減 
効果を踏まえ、地元の意向、経済性、維持管理等を総合的に評価し、最適な津波対策について検討を行う予定。 

（参考）焼津漁港における各種津波対策案イメージと浸水エリア 
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水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討について 
  
 （１）漁港の津波対策に係る便益算定手法について 
  
 （２）漁港整備による漁船耐用年数の延長について 
  
 （３）水産環境整備にかかる便益算定手法について（参考） 
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漁港整備による漁船耐用年数の延長効果について 
１．「漁船の耐用年数の延長効果」の基本的な考え方 
 

（１）漁船耐用年数の延長効果 
 漁港整備の効果として計測される耐用年数の延長効果は、当該漁港を利用する漁業者の漁船
の使用期間が延長し、経営コスト（実質的な減価償却費負担）が軽減される効果と捉えられる。  

 
（２）効果の発現と漁港整備の関わり 

 本効果は、漁港整備の進展によって泊地や航路等の静穏度が向上し、漁船の係留・保管環境等
が改善されることで老朽化の進行が抑制され、使用期間の延長（耐用年数の延長）という形で発現
するものと想定する 
 なお、老朽化の進行は漁船の使用状況等も関係するが、漁港整備の進展前後において、漁場へ
の出漁頻度や漁場までの距離等には大きな変化がないものとし、漁船の使用期間の変化は主と
して漁港内での使用・保管状況の変化に起因するものとする。 
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（３）漁船の使用期間の規定要因 
 

 漁船の買換は、「老朽化の進行」だけでなく、「経営環境」も影響すると考えられる。 
 本調査において実施した漁業者及び漁協職員への聞き取りでは、漁船の買い替えの際に考慮
する条件は、「老朽化の進行状況」と買換を可能にする「経営環境」であることが確認された。具体
的には、漁船の買換は、「老朽化の進行」が動機となって発意され、買換を可能にする「経営環境」
が整った際に実行されることが一般的であるとの意見が多かった（なお、その他の因子として後継
者の有無、優良な中古船の購入機会等が挙げられたが、それぞれ個別経営体の特殊事情であっ
た）。 
 
 したがって、漁船の使用期間は以下の2つの因子によって規定されるといえ、買換の動機となる

主たる因子は「漁船の老朽化の進行状況」であり、「②経営環境」は買換時期の決定に関わる従た
る因子と位置付けられる。 
 
 
主たる因子 ：漁船の老朽化の進行状況             ⇒買換の動機づけ・発意 
従たる因子 ：経営環境（漁業収入の動向、資金の調達等） ⇒買換の実行条件、時期決定 
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（４）漁港整備による漁船の使用期間の延長年数の考え方 
 

 使用期間を規定する「漁船の老朽化の進行」と「経営環境」のうち、漁港整備による効果が
関連するものは「漁船の老朽化の進行状況」である。したがって、漁港整備の効果として使
用期間の延長分を計測する場合には、「経営環境」により規定される延長分を除いて計測す
る必要がある。 
 前項に示したとおり、使用期間を決定する上で、「漁船の老朽化の進行」は漁船の使用期
間は主たる因子で、「経営環境」は従たる因子と位置づけられるが、両者間で正確な重みづ
けを行うことは困難であるが、２つの因子の存在を考慮することを前提とし、ここでは便宜上、
主たる因子と従たる因子の重みを同等として取り扱い、以下の式で算定することとする。 

〔算定式〕 
漁港整備による漁船使用期間の延長効果 
              ＝（漁港整備後の使用年数－漁港整備前の使用年数）÷２ 
 

※使用期間を決定する主たる要因「老朽化の進行」及び従たる要因「経営環境」のうち、
「経営環境」の影響を排除するため、便宜上同等の重みとして取り扱うこととし、漁港整
備前後の漁船使用期間の差の1/2として算定。 

※なお、これにより、漁港整備の効果について過大評価とはならないものと考える。 



２．漁船の耐用年数に係る調査・分析手法 
 
（１）調査対象漁港の概要 
 

  調査対象漁港は、漁港の事業計画において、「港内泊地や航路の静穏度の向上」を主目的
として整備を実施してきた全国11漁港を対象とした。（調査対象とした漁港の整備状況の【例】 
を参照） 
  各漁港の整備前後の境界は、漁港整備の進展状況と地元利用者の整備効果への認識に
基づいて設定した。その結果、第8次漁港整備長期計画、第9次漁港整備長期計画時の整備
の進展による効果の発現が認識されている漁港が多かった。 

  対象は１１漁港、回答いただいた漁業者は120人、漁船隻数は166隻であった。 

Ａ漁港 Ｂ漁港 
【調査対象とした漁港の例】 
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H6～ 
新設 

H6～ 新設 
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（２）耐用年数延長分算定の前提条件 
 
①船体材質の変化の確認 

 サンプルの漁船は、ほとんどがＦＲＰ製で、一部鋼製が含まれていた。全サンプル166隻で整備前

後での材質の変化は見られなかったことから、船体材質の変化が耐用年数（使用年数）の延長に及ぼす影
響はないものとする。 

  
②分析対象とするサンプルの抽出方法 
全166隻のサンプルは以下のスクリーニングを行って分析した。 
ア 整備前後での使用期間の差が計測できない漁船（例えば、整備後に初めて購入された漁船、購入後、
買換のない漁船 等）については分析対象から除外した。 

イ 特別な事情（後継者への代替わりに合わせて購入した漁船、稼働日数が低く著しく使用期間が長い漁船
等）は、分析から除外した。 

  
③漁船使用期間の設定 

 漁港整備前後での漁船使用期間は、以下の考え方で算定した。 
ア 現在使用されている漁船の使用期間は、将来的に継続して使用されるものと考えられるが、これを予測
することは困難であることから、便宜的に平成25年までの使用期間として算定した。これにより、漁港整備

後の使用期間が整備前の使用期間よりも短く計測される場合が想定されるが、特別な事情がない限り、
併せて分析対象とした。 

イ 漁港整備の進展時期を境界として、整備前の使用期間、整備後の使用期間を設定した。漁港整備の進
展時期と買換時期がずれ、漁港整備の進展時期に使用期間がまたがる場合は、整備前後の使用期間の
偏りを考慮して境界を設定した。 



（３）算定方法に係る新旧比較（現行と今般の手法の比較） 
 
 現在使用されている標準原単位（3.13）年は、「漁港経済効果調査報告書（昭和５７年３月）」による
15漁港分の費用対効果調査結果より設定されている（参考表参照）。各事業主体が設定した延長年
数の平均値を採用しているが、各延長年数の設定根拠等、現在となっては確認できないものが多い。 

耐用年数の延長年数の算定方法の比較 
  旧 新 

算定方法 
各事業主体が実施した費用対効果分析で
使用された延長年数の平均値を採用 

現地調査によって漁港整備前後の漁船使用期間の差を把
握し、それらの平均値を採用 

対象漁港数 
15漁港 
選定の考え方：不明 

11漁港選定の考え方：静穏度の向上を主目的とした整備を

実施してきた漁港 

整備前後の延長
年数の設定根拠 

不明 

■地元漁業者、漁協職員への聞き取りから、効果の発現が
認識された漁港整備の進展時期を確認 

■漁港整備の進展時期の前後における漁船使用期間を漁
船台帳に基づいて確認 

■漁港整備の進展時期の前後における使用期間の差から、
延長年数を算定 

サンプル数 不明 63隻（全サンプル149隻から適切な条件設定の下で抽出） 

延長年数を規定
する他の要因へ
の配慮 

不明 

〔船体材質の変化〕 
・漁港整備の進展時期の前後において船体材質の変化がな
く、耐用年数の延長に影響がないことを確認 

〔経営環境〕 
・買換時期の確定要因として経営環境の影響が確認された
ことから、これを排除するために算定された延長年数を２で
除して、漁港整備による効果分を算定 
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３．調査結果 
 
（１）漁船使用期間の延長年数の算定 
 
  
       調査結果より、漁港整備による漁船使用期間の延長年数 → ３．１６年  
                                             （※ 最終精査中）  
 
 
  （算定課程） 

 前述した基本的な考え方の下、スクリーニングを行い、分析対象として61名、68隻分のサンプ
ルを抽出した。 
 これらの平均値は、整備前の使用年数11.91年、整備後の使用年数18.23年となっており、使用
期間の延長年数は18.23-11.91＝6.32年と算定。 
 
 さらに、漁船買い換えの従たる要因「経営環境」を除き、主たる要因「老朽化の進展」に絞り込む
観点から、6.32年÷2＝3.16年と算定。 
（現行の標準原単位である3.13年とほぼ同等水準の数値となった。） 
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水産基盤整備事業費用対効果分析手法の検討について 
  
 （１）漁港の津波対策に係る便益算定手法について 
  
 （２）漁港整備による漁船耐用年数の延長について 
  
 （３）水産環境整備にかかる便益算定手法について（参考） 



従来型整備に対する主な評価手法 

魚礁設置 ・ 増加する漁獲量、平均魚価及び漁業所得率等により貨幣化 

・ 幼稚魚生息尾数に生残率、漁獲率、魚体重、平均魚価及び漁業所
得率等により、貨幣化 

藻場整備 

○平成22年度より、海洋・沿岸域における生態系全体の生産力の底上げを目指し、水産生物の動態及び生活史に対応した旅行な
生息環境空間を創出する「水産環境整備」を推進しているところ。 

○しかしながら、点的な漁場整備に対する評価手法は確立されているものの、上記のような面的な整備を行った際の評価手法につ
いては未確立。 

・ 水質浄化（窒素・リンの固定量）効果を評価し、貨幣化 

施設整備による生産量の
増加効果として計上 

自然環境保全・修復効果と
して計上 

生態系ピラミッド 

生態系全体 
の底上げ 

点から空間へ 

生活史 

環境基盤の重視 
水産環境整備の基本的考え方 

これまでの「点」的な考え方から、対象とする水産生物の動態、
生活史を踏まえた生息環境空間として対象範囲を捉え直す。  

環境を重視する視点から基盤を整備し、生態系全
体の生産力の底上げをめざす。  

資源・環境変動への対応 

適切に評価しうる手法
の検討 

１．検討の必要性 
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２．水産環境整備の便益算定の前提 

水産環境整備は「一定の海域範囲における生態系全体の生産力の底上げ」を目的としており、環境基盤の創出・改善によって多様な生物を増大させ、水産資
源の増大並びに漁獲量の増大を図る事業といえる。 

これまでの漁場整備事業は、事業目的に即して「漁獲量の増大」や「水質浄化」等、生態系がもたらす効果の一部に限定して評価されてきた。 

水産環境整備では、環境基盤の創出・改善により多様な生物が増加し、もって将来の有用資源の増大に寄与する遺産価値や存在価値を含めて評価対象とす
ることが求められている。 

    生物生産を通じた 
    物質循環の円滑化 

    未利用生物も含めた 
    多様な生物の増加 

   水質浄化、炭素固定 
   海レク利用 等 

基盤サービス 
物質循環、基礎生産の増大、生物多様性の維持 

・現代世代が将来的に利用しうるものの価値（オプション） 
・将来世代の利用のために残しておくべきものの価値（遺産） 
・生命が存在すること自体の価値（観念的な価値）（存在） 

調整サービス 
水質浄化、炭素固定 

供給サービス 
漁獲量の増大 

水産環境整備の経済価値 
（生態系全体の生産力の底上げによる経済価値） 

直接的利用 
価 値 

存 在 
価 値 

遺 産 
価 値 

オプション 
価 値 

消費 

間接的利用 
価 値 

利用価値 非利用価値 
（受動的利用価値） 

非消費 

文化的サービス 
海レク的利用 

漁獲量 

図１  水産環境整備の評価対象領域のイメージ 

漁獲量 

水質浄化 
炭素固定 

海レク利用等 

多様な生物 
の増加 

物質循環の 
円滑化 

※従来の評価領域は内包される。 

水産環境整備（マスタープランに基づく事業）への転換で便益の評価対象領域を拡大 
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（参考）評価対象の概念図 

魚類 

一次消費者 
（餌料生物 等） 

基礎生産 
（海藻類 等） 

整備前 

整備後の増加分 

利用 

利用 

未利用分：将来の有用資源を生み出すポテンシャル
として生態系の一部を構成 

・次世代の親としての価値（遺産価値） 

・豊かな生態系を構成する生物としての価値（存在
価値） 
⇒食物連鎖を通じて生態系の維持に貢献 

人工魚礁：親魚の生息場所 
 （評価指標）漁獲量、年間蝟集量 

増殖場：幼稚魚の生息場所 
 （評価指標）海藻・餌料生物現存量 

海藻・餌料生物利用量 
未利用海藻・餌料生物年間生産量 

藻場・干潟：産卵場・稚仔魚の生息場所 
 （評価指標）海藻・餌料生物現存量 

海藻・餌料生物利用量 
未利用海藻・餌料生物年間生産量 

利用分 未利用分 
（受動的利用分） 

利用分： 
・有用水産資源の増大 
・漁獲量の増大 

便益の評価対象 

基礎⇒一次消費者：10 

増加：100 

一次消費者 
⇒魚類：1 

（前提） 
マスタープランに基づく整
備に適用 

将来の有用資源を生み出すポテンシャルとし
て評価 
⇒将来の有用資源に代替 

（餌料転換効率を乗じて算定） 

※赤字が便益算定の諸元データ 
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未利用資源現存量 
（ストック） 

 
 
 
 
 
 

年間生産量 
 
 

有用資源※1 

現存量 
（ストック） 

３．藻場・干潟、増殖場を対象とした具体的な評価方法 

海藻類や餌料生物等の現存量 
（現地調査で把握） 

回転率 
×3 

利用率：2/3は、年間生産
量のうち現存量以外は利
用されるものとして設定 

利用率 
×2/3 

従来の評価方法 

有用資源 
現存量 
（ストック） 

※1：選好性餌料生物等 

年間利用量 
 
 

水産環境整備（マスタープランに基づく整備）の評価方法 

漁獲量 
に換算 

未利用資源現存量 
（ストック） 

 
 
 
 
 
 年間生産量 

 
 

有用資源※1 

現存量 
（ストック） 

海藻類や餌料生物等の現存量 
（現地調査で把握） 

回転率 
×3 

利用率：2/3は、年間生産量のうち現存
量以外は利用されるものとして設定 

利用率 
×2/3 

有用資源 
現存量 
（ストック） 

※1：選好性餌料生物等 

年間利用量 
 
 

漁獲量 
に換算 

回転率 
×3 

未利用資源 
年間生産量 

有用資源 
現存量 

新たに加える評価領域 

新たに加える評価領域 

将来の有用資源を生み出すポテンシャルとして
生態系を構成する生物の評価：餌料として利用 
 ⇒餌料生物として「餌料価格」で貨幣化 

未利用資源年間生産
量と同様の評価方法 

有用資源の年間利用
量のみを評価対象 

餌料転換効率 
×0.128 

餌料転換効率 
×0.128 
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有用資源：利用分 

有用資源：残存分 

未利用資源 



（未利用分及び生残分） 
生態系を構成し、将来の有用資源を生み出すためのポ
テンシャルを有する 

４．存在価値の貨幣化に係る諸元の検討 
■水産環境整備による便益評価の考え方のポイント 

 ・これまで評価対象とされてこなかった未利用生物種や利用され残った生残分について、生態系を構成する生物としての存在価値や次世代
の親としての価値を有するものとして評価対象とすること 

■未利用生物種は、生物種間の食物連鎖を通じて、水産有用資源の増大に寄与する生態系を維持しており、将来の有用資源のポテンシャル
として存在していることを評価する。 

■生物種間の被食－捕食の関係で評価することを基本的な考え方とすることから、各々が「餌料」としての価値を有するものとして評価する。
また、将来の有用資源のポテンシャルとして評価する観点から、餌料転換効率を用いて将来の有用資源に代替して評価する。 

以上の考え方から、存在価値の評価は以下のとおり算定することとし、貨幣化の諸元として用いる餌料価格は、過大評価とならないよう配慮し
て、市場に流通する財で最も安価な「生餌料（餌料向けカタクチイワシ産地価格）」に設定する。 
 （未利用生物種の場合） 年間生産量×餌料転換効率×餌料価格 
 （利用生物種の場合） 年間平均現存量×餌料転換効率×餌料価格 

市場に流通する財 価格 備考 

ミール（魚粉） 120－130円/㎏ ミール輸入価格 

畜産飼料 43円/㎏ 牛乳生産費調査 

生餌料 35円/㎏－50円/㎏ カタクチイワシ産地価格 

ナンキョクオキアミ 250－300円/㎏ 撒き餌用 

ナンキョクオキアミ 300－400円/㎏ 付け餌用 

アミエビ（ツノナシオキアミ） 180円/㎏ 撒き餌用 

青イソメ 4,800円/㎏ 

魚類 

一次消費者 
（餌料生物 等） 

基礎生産 
（海藻類 等） 

×餌料転換効率 
（餌として利用される） 

未利用種及び生残分の増加：
100 

将来の有用資源へ 
代替して評価 

未利用種及び生残分 
の増加：10 

×餌料転換効率 
（餌として利用される） 

30 
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