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第 1回海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会議事要旨 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

１．開催日時：平成 21年（2009年）6月 1日（月）14:00～16:00 
２．場  所：農林水産省水産庁中央会議室 

３．出 席 者： 
（委員） 

 磯部 雅彦  東京大学 副学長 大学院新領域創成科学研究科教授 
 松田 治   広島大学 名誉教授 
 瀬戸 雅文  福井県立大学 海洋生物資源学部准教授 
 大森 敏弘  全国漁業協同組合連合会 漁政部長 
 小野寺勝広  北海道 水産林務部 水産局 水産振興課長 
 田中 丈裕  岡山県 農林水産部 水産課長 
 小川 浩   大分県 農林水産部 漁業管理課長 
（水産庁） 

 山田 修路  水産庁長官 

 橋本 牧   水産庁漁港漁場整備部長 

 宇賀神義宣  水産庁漁港漁場整備部計画課長 

 本田 直久    水産庁漁港漁場整備部防災漁村課長 
 岡  貞行    水産庁漁港漁場整備部防災漁村課水産施設災害対策室長 
 堀越 伸幸  水産庁漁港漁場整備部計画課課長補佐（司会） 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．挨拶 

３．座長選出 

４．議事 

 （１）漁場整備の現状と課題 

  （２）水産環境整備のあり方について 
  （３）その他 
５．閉会 

 

（配付資料） 

 議事次第、座席表、出席者名簿 

 資料１ 海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会設置要領 

 資料２ 漁場整備の現状と課題 

 資料３ 松田委員提出資料 

  資料４ 瀬戸委員提出資料 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 
 

資料 ６



 2

（議事） 
・山田長官より挨拶。 
・互選により磯部委員が座長に選出され、座長代理に松田委員が指名された。 
・水産庁宇賀神課長より、資料２に基づき説明。 
（磯部座長）第１回であり、順番に委員からご意見を頂戴したい。 
（松田委員）資料２で水産庁から非常に多方面からの詳細な説明がなされた。資料２の３６

ページにある水産環境整備のあり方にある論点整理を踏まえながら述べたい。 
瀬戸内海で閉鎖性海域の水産環境に関わってきたが、特に沿岸域について考えると、

空間的な範囲としては、沿岸域を海域のみ捉えるのではなくて、森川海とか流域圏の中で

の捉え方が必要であると考える。2007 年に制定された海洋基本法、それに基づく海洋基
本計画（２００８年策定）でも沿岸域の総合的管理が整ってきており、沿岸一体とした捉

え方を施策に反映していくことが重要である。 
水質環境の質的な捉え方としては、従来きちんとした基準として CODや T-N、T-Pが

ある。また、基準的なものとして水産用水基準があるが、これは成魚が住めるかというも

のであり、産卵、再生産を含めた生活史全般については必ずしも考慮されていない。もう

少し従来の生息環境ではなく全生活史に関する評価を行っていかなければならない。 
農水省でも生物多様性が検討されているが、瀬戸内海では、藻場・干潟が面積的にも

相当失われている。部分的には回復しているが、昔の面積には遠く及ばない。そのため、

浅場の再生産機構が衰えているのではないか、というのが研究者の大まかな結論である。

その点を施策に反映していくべきであろう。 
瀬戸内海では、人と海との関わりということで、里海という観点から、生物多様性を

維持していこうと考えている。21 世紀環境立国戦略（閣議決定）でも反映されている。
国連のもとに行われたミレニアムアセスメントの地域限定バージョンとして、「日本にお

ける里山・里海のサブ・グローバル評価（里山里海 SGA）」があり、北海道から九州まで
生物多様性の評価を行っている。その中で、海岸線の人工化（埋立、護岸）、ダム、河口

堰など、その影響がかなり大きいと指摘されている。 
資料２には、対症療法的なものと原因療法的なものがある。長期的なもので見ると、

後者が必要である。海の健康診断について、7～8 年かけて検討してきた。これは、生態
系の機能を「生態系の安定性」、「物質循環の円滑さ」で評価したらどうかという考え方で

ある。従来の水質で評価している評価よりも、生態系・生息環境を重視しようとした評価

である。資料３「海の健康診断」Ｐ４１をみると、人工海岸の割合が多くて、陸上からの

流入負荷が多いと不健康であることがわかった。Ｐ８４に三河湾の例がある。1次診断の
結果、不健康な主たる原因は生息空間の減少であり、今後は生息環境、生態系保全などを

施策に取り込んでいかなければならないと思う。 
（瀬戸委員）浅場と沖合に分けて、資料４に沿って説明する。 

浅場の環境の捉え方について、河川の影響、人間活動の影響、大気圏とか流れとか、非

常に厳しい条件下にある。浅場の環境は変動性にとんでいる。そういう環境の中で、生物

が生きていくことを可能にするのが分散システムであると考える。一気に絶滅しないよう

に個体群をいくつかに分散させる。浅場の厳しい環境の中で、その分散システムを機能さ

せながら資源が維持されてきた。浅場の資源を回復していくためには、この分散システム

が十分に機能するように漁場を造成していくことが当面の目標である。そのためにいくつ

かのポイントがある。 
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先ず、情報交換（生殖細胞、幼稚子の交換）を阻害してはいけない。阻害する要因を排

除する。（図４）浸食対策などで設置された様々な海岸構造物や一部の漁場施設が作り出

す静穏域によって生物の分散率（移出入）が低下している。波や流れがある程度厳しいこ

とは分散システムを維持していくための重要なファクターである。 
全国の海岸汀線の半分くらいが人工的な海岸である。人工リーフや離岸堤などの消波施

設においては、波を消しながら、施設背後に堆積する砂（幼稚仔等）の移動もある程度許

容するようなシステムを構築していく必要がある。 
次に、周辺の生息場の分布や移出入を十分考えた上で、吸い込み個体群（他からの個体

移入無くして存続できず、他へ個体を移出する能力も消失した個体群）への移行が生じな

いように生息場（漁場）の再配置（適地選定）を考えていかなければならない。 
３番目に、変動性に応じた漁場としていかなければならない。固定構造物により造成さ

れた漁場の場合には、作った時点では費用対効果を満足できるが、時間が経過すると環境

の変動性に依存して生産量も減少し、便益が満足しなくなる場合がある。できれば、そこ

の環境の変動性に順応しながら造成規模や密度を調整することを可能とした漁場造成が

できないか。（図５）例えば、そこの海藻（海草）の生産性に応じて、常に海藻種苗や鉄

コーテイング種子を播いていく。調子が悪くなったら散布量を調整していくようなフレキ

シブルで粗放的な造成手法などが有効と考える。 
波浪などの物理環境が厳しい場合は固定構造物によって漁場を造成せざるを得ないが。

その場合には、造成漁場内における生産性の向上効果に加えて、当該漁場から周辺の天然

漁場への幼稚仔等の移出効果（生産システム総体としての効果）も当該漁場の造成効果の

一部として評価できれば便益性を向上させることができる．  
（図２）に示すように資源水準（環境収容量）は時間的に変動する。施設を作った時点

の水準で便益を評価し、その時点で目標（増殖効果等）の設定をしてしまうと、資源の衰

退期においては造成時点と比較して資源量が実際にはどんどん下がっていく。水産資源の

変動性に応じて増殖効果の評価をした上で、便益を評価していくことが重要である。すな

わち、現状、或いはある程度推定可能な近未来の資源状況より回復した部分を増殖効果の

目標値と設定して、それに対して適切に事業効果の評価をする必要がある。 
水産資源は不確実的に変動するため、明確な目標を設定した上で、与えられた技術体系

に従って施設を建設し、供用してゆく従来型の土木工学的な造成管理方法では対応できな

い．漁場造成における目標は、変動性を加味した現状、或いは何もしないで放置した場合

よりも資源状況をよくすることに設定する。仮説を立てて、予測をして、造成して、検証

して、良ければ、それを広げて、だめであれば、仮説を変えてなど。それに従って造成手

法を順応的に変えていく。状況に応じて変動できるような整備手法を考えていかなければ

ならない。変動性を取り込む順応的な漁場の整備・管理手法を確立する必要がある。その

ためには、モニタリングの実施体制や手法が非常に重要（問題）である。その場合、お金

がかかるという問題と継続的に永遠に管理しなければならないという問題がある。漁業者

が減少していくなか、どうやって管理するのか、地域住民やＮＰＯとか一緒になって漁場

利用などについて合意を形成しながら管理していかなければならない。 
沖合域については、非常に広域的であり投資も大規模である。海洋環境もダイナミック

に変動する。資源水準の変動性に応じて造成方法や規模を調整する順応的管理ではとても

対応できない。いまある科学的技術をもって、集中投資すべき造成適地を慎重に選定する

必要がある。大水深であること、開放領域であることなど、これまでの沿岸域整備手法で
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は成り立たない部分を抽出し、早急に要素技術の開発等に着手する必要がある。沖合域に

ついては、後世のための長期的な国家プロジェクトに位置づけて、海の文化遺産として後

生に評価されるようなものにして欲しい。 
（大森委員）漁業者の生活の視点でいくつか意見を述べる。漁業者の高齢化、減少は顕著で

ある。担い手の育成をどうしていけばいいか JFグループの重点的な課題である。多様な
担い手の育成・確保を進めていく。担い手の育成を進めていくためにもどれだけの生産を

行うのかが基本になる。１経営体あたりの所得が減少しており、その要因の１つに資源状

況の悪化があり、国の総合的な漁場整備には大いに期待。我々の取組としては、従来実施

してきている漁場保全に係る諸活動があり、国の支援事業としての生態系保全の活動や、

輪番休業による漁場の維持管理の取組を活用し、漁業者が中心となって進めていくことは

可能である。しかし漁場づくりは漁業者のみでは難しい。 
「点から空間へ」の新たな視点に関しては、ぜひ推進してほしい。 
一地域一地域で整備を行っても、放流した稚魚等が違う場所に移動したり、魚礁の整備

場所に成果が集約しなかったりする。これら広域的な取り組みには他地域との調整が不可

欠。行政単位なり、地域間の調整をどうするのか、その調整方策を検討していただきたい。

国は、計画づくりや実践面でも漁業者や地域に対して理解が得られるような啓発をしてほ

しい。また、その後のモニタリングについても、漁業者によく理解できるような取組をお

願いしたい。 
漁港域での生物生産、環境修復に寄与する技術は上がってきているので、今後の漁港域

での整備はこれを念頭において進めていただきたい。 
昔は採貝採藻で基礎的な漁業収入が得られていた。特にアサリが減少してきたことで漁

船漁業中心へと移行し、収入の変動が大きくなり経営維持のために過度な漁獲努力をせざ

るを得ない状況が生じているという悪循環となっているような話もある。両先生からも話

があったが、浅場の漁場整備の推進をお願いしたい。 
環境の面において、海の中の効果が国民に見えにくいこともあり、その取り組み実態や

その効果をより分かりやすく、国民へアピールしていくような取り組みをさらに進めてい

ただきたい。 
また、漁業者の立場でも、漁業と環境の調和が基本であると考えるが、例えば、栄養塩

の状況を改善していくためには、単に漁場に手を加えるというだけでなく、陸域の環境を

含めて調整していくことが重要であるということについても、国民にアピールしていただ

きたい。 
（小野寺委員）北海道で栽培漁業を長く携わってきた。人工種苗を作って海に放流する。海

の生き物は初期減耗によって、生産力が決まってくるので、いかに初期減耗を少なくする

かという視点で始まった。この 50年で藻場の減少で生活域が少なくなって、天然の生き
物の生残率、種苗によって放流された稚魚の生存率が悪化してきた。栽培漁業で成功して

いる秋さけを例とすると、海に行って以降のステージでどのくらい生き残るのか、海のス

テージで成長を如何に考えるかが重要である。海の環境にいかにあわせて放流するのか。

海の藻場、漁港の周辺の収容力が秋さけ資源に大きな影響を与えていることがわかってき

た。藻場の減少は深刻であり、是非とも藻場の造成に力点をおいた事業を展開していただ

きたい。環境重視とあるが、藻場について、直接便益（一生藻場で生活する）と Co2 削
減のような間接便益があり、それに加えて、中間的な、幼稚仔の間の生息する水産生物を

どのように評価するのかの検討が必要。 
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（田中委員）瀬戸内海のうち岡山県の海域は三大河川からの栄養塩の供給に頼っている。松

田委員からあったように、海域ではなく流域圏で捉える必要性を強く感じている。ここ数

年の栄養塩の著しい減少とか、台風等で川から流れてくる大木などがあり、物質循環が完

結する水圏として漁場環境の対象として考える必要がある。 
岡山県の海域は浅くて狭いという特徴があり、産卵場や稚魚の育成などの環境を備えて

いるが、稚魚を育てても他の海域に移動して漁獲できないなどの話もある。そのため、点

から空間への必要性を痛感し、機会があるごとに訴えてきた経緯もある。 
対象生物のライフサイクルと発育段階、あるいは移動範囲などを考慮した海域設定を行

うことに心がけてきた。一方、漁業調整上の問題等もあり、非常に難しい面もある。播磨

灘の隣県共同も一歩踏み出した新たな切り口として期待している。 
また、発育段階毎の生息環境の確保と、産卵場や越冬場所なども含めた、場所間の連続

性の確保に注意してきた。人間に都合のよい生物だけを増やすことはできず、食べられた

り食べたりする生態学的地位を十分に把握していく。漁獲対象魚種のみならずエサも含め

た生態系全体の嵩上げを図る、「点から空間へ」すべての魚種をトータルで考えていく必

要がある。 
藻場・干潟は重要である。岡山は昭和 40年代まで干潟 4,000ha、藻場は 4,300haあり、
海域面積の 1割以上を占めていた。その後、埋立干拓などにより 9割上なくなった。藻場
は 560haまで減少したが、沿整事業などにより平成 19年度に調査した結果、1,200haま
で回復。 
漁場整備の考え方について、漁場整備技術、修復技術、要素技術をどのように考えてい

くのか。これまで漁場整備事業などにより環境を改変した場所は貴重な調査研究フィ－ル

ドであり、それらを大きな実験生態系、メソコスムととらえ、その場を次につなげる要素

技術の開発、発掘の場と捉えるべきである。順応的な管理よりも一歩踏み込んでほしい。

そうすれば現場にもっと張り合いがでてくる。 
環境の要素技術の一つとして貝殻の活用に注目。本県では「カキ殻の有効利用に係るガ

イドライン」を作成。有機物量などの基準もクリアされ公共事業に使えるようになった。

粒度組成の改善素材として、ベントス相の多様化などを通じて海底のシルト化した底質の

改善に非常に役立つ。藻場・干潟のアンカー材に用いている。貝殻は貴重な有効な底質改

良の材料として、調査研究を進めてほしい。 
藻場の CO2固定調査を行っているが、まだグローバルスタンダードとなっていない。

森林は産業より CO2固定を前面に出して積極的な整備を進めている。アマモで計算する
と、森林よりもはるかに CO2固定効果がある。それをスタンダードにしていただければ、
財政にも説明がしやすく、藻場整備の推進に大いに役立つ。 

（小川委員）漁場情勢で一番変化したことは温暖化。豊後水道は過去 30年で平均水温が 1.1℃
あがっている。水産試験場の調査によると 1991年からレジームシフトが起こって、漁場
での変化が見られている。例えば水くらげの増加。また、冬場の温度が高く魚が通年いる

ため磯焼けが起こっている。大雨で漁場に大量のゴミが流れでて漁港が使えなくなったり、

干潟が浮泥に覆われたりしている。温暖化に対する視点が必要。 
漁場整備のうち事業費ベースで 20 億。８割が魚礁整備。9 割が県営。財政力の弱い市
町村から負担をとっていないので割合が大きい。栽培関係の予算が減って市町村は漁村再

生事業で栽培漁業と一体化した整備を行っている。 
「点から空間へ」とあるが、大分での漁場整備は、魚礁が下層にあり、中間には中層魚
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礁整備し、立体的な漁場整備を実施している。高齢化や燃油高騰に対応するため漁港から

近い漁場造成が非常に重要になってくる。遠い魚礁から近い魚礁へ。そこを結ぶ手法、例

えば魚の駅のようなものが考えられないか。 
海洋基礎生産力が落ちている。窒素・リンの測定は簡便な調査で多いが、珪素があまり

調査されていない。珪素が重要ではないか。 
森川海の連携はこれから重要となってくる。一級河川を管理する国交省との連携が必要

ではないか。佐伯市に源流から河口までの一級河川がある。モデル地区として何かできな

いか。 
漁港や海岸道路は重要であるが、もとは良い磯場であったはず。海岸道路の近くに藻場

を回復するなどの連携事業ができないか。ここでも国交省との連携が必要ではないか。 
事業の規制緩和。近年は雨量が多くて、河川からの氾濫が多い。ゴミが流れてくる。保

全事業は 10年となっているが、もっと短く例えば５年にできないか。藻場造成として、
石が動いたほうがいいといわれているが、安定計算の関係で動かないものしかできない。

そういったものを規制緩和してほしい。 
（磯部座長）①海域の水質。排出負荷の削減をして水質をよくしようとして、海域でよくな

ってきたという評価。しかし、水産資源が必ずしも回復していない。東京湾を見ているが、

内湾を中心に底泥の質が回復していないのではないか。底泥の酸素消費速度が上がったま

までそこが下がっていない。水の中の水質は良くなっても底質が良くなっていないのでは

ないか。さらに水質・底質が良くなったとしても、その次にくるもの、水産資源である生

物が生息できるかというのは、また違ったランクがある。干潟・藻場のような生息場があ

るかどうか。陸上からの汚濁負荷、水質、底質の改善と、生息場の一連のところの入口の

ところしか良くなっていないのではないか。そこをきちんとモニタリングしていく必要が

あるのではないか。汚濁負荷を減らしてもよくならないというのを研究者の立場として、

ここまでよくなっているので、後もう少しがんばれば底質もよくなって生息場も作れば資

源も増えるのだから続けて少しがんばりましょうということをきちんと説明できるよう

にしなければならない。 
②生息場の代表が干潟。干潟を作るのは技術的に難しい。事業費の問題があり、勾配が

きつくなりがち。そうなると、安定のため粒径の粗い干潟となる。しかし、もともとあっ

た細かい粒径でできた干潟とは違った条件になってしまう。それでは波を弱めようと、離

岸堤などで波を押さえると、構造物によって流れを阻害し、流れが変化する。ゆるい勾配

の干潟は干満のなかで急な勾配の干潟と比べ流れの物理的な状況が異なる。そういった観

点から、生息場を作る際、もう一段工夫の余地があるのではないか。 
③生活史の考え方。「点から空間へ」と管理する際、まず生活史を明らかにすることが

重要。わかっているものについては、例えばアサリが産卵し浮遊幼生が流れによって別の

場所に着定するという一連の動きにおいて、流れの上流に養貝場を作り、下流側に浮遊幼

生が動くような工夫の仕方があるのではないか。生活史の中で鍵となる部分を重点的に行

うことが重要。人工的な手の加え方も検討し、例えば、貧酸素水塊ができるのであれば、

マイクロバブルのようなもので、人工的に解消していくこともできるのではないか。手を

加える場合は海域全体ではできないので、海域全体を踏まえて選定する必要がある。 
④干潟の面積と生活史の全部又は一部のそこを利用する水産資源との関係について、資

料はわかりやすい。生活史を頭に入れながら、資源のデータ（水研センター保有）を細か

く分析すると、今まで気がつかなかった方向性が見えてくるかもしれない。この検討会を
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活用し、県や全漁連の経験を踏まえて、意見をいただきながら、いろんな因果関係がわか

ってくるような気がする。 
⑤サンゴ礁について、沖ノ鳥島でやっているが、サンゴの増殖技術をキーとなるところ

で実施してみたらいいのではないか。 
⑥空間の意味からいうと２００海里とか広い海域も重要。例えば、中国でいえば、黄河

の水がなくなり、長江の水を黄河に持っていくことになると、渤海湾に長江の水が流れで

て、栄養塩とか塩分が、南シナ海、東シナ海などへもしかすると影響するかもしれない。

変わってから、変わったとは主張できないので、西海区水研の方がデータをとっていると

は思うがこれも必要である。 
（松田委員）田中委員の話の中で、人間にとって都合のよい生物だけ増やすのは無理で、生

態系全体の底上げが必要とあったが、これが水産環境の整備に関する重要な視点ではない

かと思う。これまでいろいろな対策をとられてきたが、ややもすると有用水産物だけ増や

そうとしてきた。その点で、資料には「環境重視」となっているが、環境生態系とかの言

葉を入れてもらったほうがいいのではないか。 
（磯部座長）栄養塩不足という話があったが、内湾については栄養多寡で汚濁負荷を減らそ

うと取り組んできた。行政的に何か手をつけるとなると科学的に明らかにしなければなら

ないが、この点について意見はあるか。 
（松田委員）第６次の水質総量規制について、東京湾、伊勢・三河湾、瀬戸内海で実施され

ているが、目標をかなり達成している。瀬戸内海は大阪湾とそれ以外に分け、大阪湾を除

く播磨灘以西は、もう削減しなくてもいいとなっている。最近、第７次の検討が始まった。

次期では、減らさなくてよくなったところをどうしていくのか、季節別とか海域をさらに

分けるといった、きめの細かいコントロールをして、流入負荷を減らすだけでなく、藻場・

干潟の再生を組み合わせていくように、環境行政も変化してきている。是非そちらにも反

映してほしい。 
（田中委員）瀬戸内海では栄養塩が減少している。瀬戸内海東部で H17から顕著となってお
り、秋以降の降雨量の不足が影響している。貧栄養水が東に押し寄せてくる。それによっ

て海苔の色落ちの驚異がある。基礎生産、プランクトンなどの一次生産への影響も懸念し

ている。兵庫県、香川県と協議会を立ち上げて、栄養塩のフラックスを解明していく。藤

原建紀教授（京都大学農学研究科応用生物科学専攻）の協力を得て一緒に研究し、モデル

化。栄養塩の確保をどこに求めるかという時代になってきている。 
（磯部座長）栄養塩の問題は、これから重要な問題の一つ。 
（小野寺委員）磯やけについて、新しく増殖場を整備しても、数年後に磯焼けになっている。

栄養塩の問題、食害の問題もあるかと思うが、着定基質表面の更新技術が必要。例えば、

コンクリート表面が数年たったら皮膚がはがれるように表面剥離するような技術が必要。 
（磯部座長）各委員からのご発言のなかで共通するものとして、里海、そして、固定ではな

くてメンテナンスフリーで考えていくのか、メンテナンスをしながら進めていくのかなど

の考え方が今後のテーマになろうかと思う。 
 
（司会）次回は７月２日 10時から第２特別会議室にて開催予定。詳細は追って連絡する。 
 

（以 上） 
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