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水産生物の時空間的な動態に応じた生息環境空間 

の創造に向けて＊1 

 

瀬 戸 雅 文 
 

１． はじめに 

本年 10 月、わが国で生物多様性条約第 10 回締

約国会議が開催される。「生物多様性」を共通

のテーマとして国内外から数千人規模の多様な

主体が参加して、地球上の生物とその生息環境

の保全や生物資源の公平かつ持続的な利用に向

けた様々なイベントが予定されている。毎年約

４万種とも推定される近年の急激な種の絶滅の

背景には、乱獲や過剰採取など資源としての直

接的な利用に伴う消滅にも増して、生息地の破

壊や分断・孤立化、および人為的に持ち込まれ

た外来種による在来種の絶滅など、「生息環境

空間」の改変に伴う消滅が問題視されている。  

生息環境空間を構成する生物群集の仕組みや

働きに注目する群集生態学と、生息環境空間の

エネルギーと物質の流れに注目する生態系生態

学は、生息環境空間を共通のテーマとしながら

もそれぞれ別々の方法論に基づいて歩んできた

が、1990 年代以降に発展した安定同位体解析な

どの新たな方法論を得て、協同的な研究が開花

した。陸域から海域に及ぶ生物群集の多様性が

物質循環を活性化し、多様な生物群集間の柔軟

な相互作用が、生産性や安定性など様々な生態

系機能を向上させること、物質循環を伴わない

生物間の間接的な相互作用が、新たな生息環境

空間を創出したり、環境と生物群集間の生態系

機能を介したフィードバックが、生息環境空間

の自己修復能力を高めることなどが次々と明ら

かとなってきた。 

また、リモートセンシングや地理情報システ

ムのめざましい進展とともに、生息環境空間を

構成する個体群の空間配置や、それらの間にお

ける物質や生物の移出入を通じた相互作用が、

不確実的に変動する環境条件下における生物群

集の存続に不可欠なことがわかってきた。 

さらに、環境変動に伴う生物群集の構造や動

態の行動的・進化的な応答が、多様性を引き起

こす原動力となり、適度な攪乱が継続的に作用

する環境下で、生物多様性が持続されることな

どが明らかになってきた。 

これら科学の飛躍的な進展は、特定の水産対

象種を固定的な施設や海域に囲い込んで増殖効

果を期待するような従来型の漁場造成から、

「水産対象種を涵養する生息環境空間の底上げ

に主眼をおいた漁場づくり」、「水産対象種の

空間的なつながりを考慮に入れた漁場づくり」、

更には、「環境の変動性に応した漁場づくり」

への変革を迫るものであり、それぞれ、「環境

基盤の重視」、「点から空間へ」、「資源・環

境変動への対応」として、水産環境整備のキー

ワードに位置付けられている。 

水産環境整備は、生物多様性の保全に基づく

近代科学に裏付けられた「生息環境空間の創

造」のための新たなプロセスとして今後の進展

が期待される。 
 

２．変動性に応じた漁場づくり 
 

藻場や干潟が点在する浅海域は、人間の主た

る活動域に隣接し、河川を通した物質の流入、

波や流れ、水質、底質などの理化学因子が非定

常的に作用する変動性に富んだ海域である。 

浅海域に生息する水産資源の多くは、図－１

に示すように複数の離れた生息場所の個体群

（局所個体群あるいはパッチとよぶ）が移出入

を通じて関連しながら、局所個体群の組織体と

して環境変動に柔軟に対応している。このよう

な生物の分散システムを持続的に機能させるた

めの漁場づくりの要点は、局所個体群相互の移

出入を阻害する人為的要因の低減・排除、周辺

海域における局所個体群の分布状況に応じた漁

場の適正配置、局所個体群の変動性に応じた漁

＊1 「漁港」52 巻第 1 号,pp18～21,一部改変 
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鉄コーティング種子 

場の造成と管理、環境の少々の変動性にも動じ

ない個体群サイズの維持の４点に集約される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 環境変動と分散システム1) 

 

例えば、波浪の影響を受けづらい砂浜域の沖

側に着底後、成長とともに潜砂能力を高めなが

ら、岸沖漂砂を利用して摂餌や産卵（分散性）

に有利な浅海域に移入する二枚貝資源が生息す

る海域に、離岸堤や人工リーフを設置すると、

設置当初は施設背後に堆積する砂移動に伴って

個体の供給が認められても、トンボロ地形の安

定化とともに、個体の移入も途絶え、波浪静穏

度の向上とともに、シンク個体群（他からの移

入なくして存続できない個体群で、他のパッチ

へ個体を移出する能力も極端に低下した個体群、

吸い込み個体群ともよばれる）へ変貌してしま

うことが懸念される。離岸堤や人工リーフの設

置においては、海岸侵食対策に加えてトンボロ

地形が発達した以降も施設背後に一定量の沿岸

漂砂を確保するなど、個体の移出入に配慮した

構造物の配置計画が望まれる。また、砂浜域に

建設された港湾や漁港の侵食対策として、サン

ドバイパス工法などが実施される海域において

は、沿岸漂砂の上手側より下手側へ定期的に当

該資源を移植したり、遺伝的多様性を確保しな

がら人工種苗を放流することなどによって、個

体群の結びつきに配慮する必要がある。 

海藻の増殖を目的とした施設においては、例

えば、平板状のブロックを波の主方向と平行に

設置することによって、波浪を積極的に透過さ

せて生殖細胞の分散性を確保しながら、基質表

面付近に海藻の付着に有利な強い流れを形成す

ることが可能な、縦スリット型藻礁などの施設

も有効である2)。また、一年生の大型海藻群落

が優先する藻場を造成する場合には、海藻の遷

移過程を人為的に調整可能な自動更新性基質な

ども検討の価値が認められる3)。 

変動性が多様性を育むのであれば、変動性に

順応しながら造成規模や造成密度を柔軟に調整

できる漁場づくりが望まれる。著者らは、直径

1mm程度の顆粒状の高比重基質に海藻の種苗を

着生させた上で海上より大量に散布する方法4)

や、アマモ種子を鉄粉でコーティングした上で

海上より散布する方法5)を提案している（図－

２参照）。さらに、二枚貝浮遊幼生の着底に有

利な粒径の底質を着底期にタイミングを絞って

定期的に覆砂する方法なども個体群の変動性に

応じて造成規模を調整できる方法として有効で

ある。これらの方法は、生物の生態系エンジニ

アとしての環境修復能力を漁場づくりに積極的

に生かした新たな取り組みと位置づけられる。 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 鉄コーティング種子によるアマモ場造成5) 

 

３． 適度な攪乱の持続的な管理 

SATOYAMA（里山）は、人間の福利と生物

多様性を持続的に両立可能なモデルとして世界

的な注目を集めている。化学肥料や農薬の普及

に加えて農業従事者の減少や高齢化が進み、人

の手による適度な攪乱が途絶えると、里山の景

観は次第に藪、低木林、森林などへと遷移し、

単調で多様性の低い生態系へと変貌してしまう。

芝刈り、落ち葉かき、枝打ち、水田の維持・管

理などの人の手による日常的な攪乱が、里山の

遷移を引き戻す効果を発現し、里山には様々な

遷移段階が混在して、各段階に適応した多様な

生物が生息できるものと考えられている。 

本来、藻場、干潟、サンゴ礁、およびその周

辺海域は、波や流れによる適度な攪乱が定期的

に作用して、多様な生物が育まれる生産性の高

い海域である。昭和 30 年代を転機に顕在化し

た海岸侵食対策や、産業・物流拠点、ウォータ

フロント開発に伴う埋め立て、護岸整備などに

よって、海岸線には夥しい数の消波構造物が整
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備され、堤防や離岸堤で囲まれた静穏で単調な

空間が拡がり続けている。人間活動に伴う環境

改変は、総じて生態系を単調化し、極相へと誘

導する。雑海藻や食害生物の除去、海底の耕耘、

近隣種の移植・放流など、人の手による適度な

撹乱を継続的に実践しながら、生物の出現や遷

移状況の観察を通じて、より効果的な再生方法

を粘り強く模索する持続的な漁場づくりが求め

られている。 

変動性や不確定要素を多く伴い、最終目標の

設定が困難な漁場づくりにおいては、「現状、

あるいは、ある程度予測可能な近未来における

資源水準より改善される」ことを当面の目標と

して、目標を達成するための方法論（あくまで

も仮説）を立案した上で検証し、仮説が支持さ

れれば更なる予測を立ててそれを試すための検

証を行う。仮説が否定されれば、もう一度仮説

を修正した上で再検証を試みる。このようなフ

ィードバックを繰り返すことによって、一歩一

歩着実に最適化を図ってゆく取り組みが最も重

要なスタンスである。これらの方法論は、目標

を明確に設定した上で、与えられた技術体系に

従って構造物や機能施設を建設してゆく目標達

成型の土木工学的な手法とは大きく異なる思考

過程といえる。図－３は、造成効果を縦軸にと

り、縦軸から曲面までの水平距離を事業規模に

とって、漁場づくりの概念を示したものである。

環境変動に応じた漁場づくりでは、増殖仮説の

設定、仮説に基づく効果予測、造成、効果の検

証（仮説に基づく効果予測の妥当性評価）の各

ステップを順次実施しながら、造成効果に応じ

て事業の規模を柔軟に調整・管理するプロセス

（球体の軌跡）を継続することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 環境変動に応じた漁場づくりの概念1) 

これからの水産環境整備は、特定の漁場の維

持管理に力を傾注する従来型の造成施策から、

資源の動態を時空間的な生物群集のネットワー

クと捉えた上で、システムとしての個々の結び

つきを強めるための造成施策へパラダイムをシ

フトする必要がある。費用対効果の算定におい

ても、定常性を内在した便益積算に基づく判定

手法から、資源の変動性を加味することによっ

て、対象種の世代時間程度の短期的な便益性よ

り判定可能な算定手法へ転換する必要がある。

漁場の造成方法についても、環境変動に応じて

規模や手法を柔軟に変更することが可能な方法

へ転換してゆく必要がある。造成後の維持管理

面においても、特殊な技術や機器を駆使した方

法から、造成・管理にかかわる多様な主体が協

働しながら継続的に実施可能な粗放的な方法へ

と転換することが必要で、そのためには、漁業

権に関わる法制度の見直しなども含めた議論が

必要となるであろう。 
 

４． 複合化とシステム化 
 

貧栄養海域では、植物プランクトンの補償深

度よりも深い、比較的清浄で栄養豊富な深層水

を、有光層まで湧昇させて海域を肥沃化する取

り組みが実施されている。一方、富栄養化が進

行した閉鎖性海域などでは、初夏から秋季の海

底付近で発達した貧酸素水塊が湧昇して、養殖

生物に多大な被害を及ぼす事例が認められる。

これらの環境現象は、水質性状や湧昇効果、生

物生産手法が大きく異なるものの、両者とも海

域内部に形成される密度躍層に起因する現象と

して、多くの共通点を有している。著者らは、

柱状の構造物を、密度躍層を貫いて配置するこ

とによって、上下混合を促進させる技術を開発

中である。これらの技術を浮魚礁に応用すれば、

魚を集めながら海域を肥沃化できる。垂下養殖

施設に応用すれば、貧酸素水塊を拡散させなが

ら持続的な養殖に寄与できるかもしれない。 
これからの水産環境整備は、蝟集効果、増殖

効果、養殖効果などが複合化された多機能施設

の開発や、既存の増殖施設や養殖施設を機能的

に空間配置することによって、水産生物の時空

間的な動態に応じた生息環境空間を創造するた

めのシステム化技術の開発が急がれる。 

検証 仮説 

予測 造成 

造成効果 

事業規模 
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５． おわりに 

自然の生態系を人間の福利とのつながりをも

とに人文・社会的な視点より評価し、人間活動

に即して生物多様性の価値を認識するための概

念として「生態系サービス」が注目されている。

近い将来、漁場づくりにおいても、漁獲資源の

維持・培養効果、自然環境保全・修復効果、地

域文化保全・継承効果などの多面的効果が、生

態系サービスとして再評価されてゆくかもしれ

ない。水産環境整備という長期的で不確実性に

富んだ取り組みを、国民が実感しやすい短期的

で確実性の高い成果の積み重ねによって丁寧に

説明する努力を継続することも必要であろう。 

一説によれば、「四つ足は机以外、飛ぶもの

は飛行機以外何でも食べる」と比喩される中華

料理と比較して、遥かに多くの食材を駆使して

いたと伝えられる我が国の魚食文化も、時代の

流れとともに食材の多様性はみるみる低下し、

都会の食卓に並ぶ魚の種類も養殖ものや遠洋で

取れた大型魚の切り身が中心となり、若年層を

中心に魚離れが進んでいる。 

群集生態学の棲み分け理論（頻度依存選択）

によれば、「常に個体数の多い餌を順々に切り

替えながら摂食していれば、多様な種が共存で

きる」ことが知られている。地域色の強い個性

豊かな食材に興味を抱き、地場で捕れる様々な

種類の魚介類を満遍無く食べること、そのため

に地域社会が主体的に情報発信してゆくことこ

そが、生物多様性を守りながら生息環境空間を

創造するための第一歩なのかもしれない。多様

な魚介類に舌鼓する我々の欲望を満たすために

水産環境整備は是非とも必要となるわけである。 
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