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平成 22 年度第 2 回海洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

１．開催日時：平成 22 年（2010 年）6 月 25 日（金）14:30～17:00 

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 海洋生物資源学部教授 

 生田 和正  独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 水産土木工学部長 

 鉢呂 昌弘  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 

 壽  久文  大分県 農林水産部 水産振興課長 

 

（播磨灘地区関係） 

 高木 英男  兵庫県 農政環境部 農林水産局 水産課 課長補佐兼漁場整備係長 

 山田 達夫  香川県 水産試験場兼赤潮研究所 主任研究員 

 

（水産庁） 

 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 

 高吉 晋吾  水産庁漁港漁場整備部整備課長 

 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 

 石井 馨   水産庁漁港漁場整備部計画課課長補佐（総括班、司会） 

 森  健二  水産庁漁港漁場整備部整備課課長補佐（設計班） 

 米山 正樹  水産庁漁港漁場整備部計画課計画官 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．議事 

（１）生活史を踏まえた広域的な整備検討事例 

  （２）水産環境整備の具体的な技術課題 

  （３）水産環境整備の推進に向けて 

  （４）その他 

４．閉会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

資料 ４
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【議事１】 

・鉢呂委員より資料１－１基づき説明。次に、水産庁計画課米山計画官より資料１－２～

資料１－３に基づき説明。 
（高木課長補佐）水産生物の生活史を踏まえた環境整備については、播磨灘を対象に３県

連携で調査をしたらどうかと、田中委員の声掛けで始まったもの。これまでも水産生物

の生活史を対象とした増殖場の整備を進めてきたが、広域的な灘単位の調査により判明

してきたことがある。今までの増殖場は、施設を整備しようとする地先やその周辺の調

査が多かったが、県を跨いだ海域の調査を踏まえた増殖場を検討していくのは非常に重

要であると思う。資料１－３ｐ５について、播磨灘でマコガレイにスポットをあてて調

査したところ、大きな産卵場が３箇所あることがわかった。一つは、淡路島の南西部で

ある。もう一つが小豆島の北東部。さらに、家島諸島の周辺の男鹿島の南側。また、稚

魚について、淡路島の南西部の稚魚が岡山に移動したり、浮遊期に潮流やその反流にの

って大きく移動したりすることが改めてわかった。稚魚は播磨灘の北西部側にかなり着

底することがわかった。その際、貧酸素水塊が大きな問題と考えられる。８月の始めに

貧酸素水塊が一番大きくなるが、その影響でかなり稚魚の減耗があるのではないかとい

う仮説にたどりついた。酸素量がゼロまでにならないが、稚魚の動向をみていると、６

月くらいまではたくさん確認できたが、７～８月になるといなくなる。沖側や岸側の酸

素があるところに移動するが、底曳き網の混獲などでかなりの稚魚が減ってしまう。環

境が悪くて育ちが悪いということもある。資源が有効に育てられていないことがわかっ

てきたので、兵庫県では当該海域での貧酸素水塊を改善するような増殖場整備を進めて

いきたいと考えている。先日、関係漁業者と意見交換の場を設けたが、たつの市地先の

水深１０ｍくらいの場所で、何らかの方法で改善したい。底質を改善する方法がないの

か、水深が浅くなると酸素の状況が良くなるので、海底の嵩上げや攪拌するようなブロ

ックで上下の水を混合することができないのか、いろいろと組み合わせた増殖場整備が

できないのか検討している。 
（山田主任研究員）香川県では、兵庫県ほど大きな産卵場はないが、産卵する場所や稚魚

が着底する場所があったことがわかった。マコガレイの稚魚育成場と産卵場の保護等を

念頭に置いた形での漁場整備を検討している。３県の境界域、入り合い漁場である海域

は錯綜している。資源管理を連携しながら行うことは、非常に重要である。香川県にお

いて、当該水域で資源管理の推進措置として、小豆島地区の漁業者検討会という組織を

つくり、操業にあたっての自主的な規制を設けている。例えば、マコガレイでは１６ｃ

ｍ以上のサイズを採補することを実施している。それぞれの県では独自の資源管理に取

り組んでいるが、入り合い漁場が錯綜するこの海域では、隣接県との連携のための協議

の場を設けることが重要である。昨年岡山県とは底曳き網の協議の場を設けて検討を行

っている。入り合い漁場の管理の高度化による規制内容の共通化を図っていくことが特

に漁場整備の効果を高める面では大切であると思っている。 
（瀬戸委員）資料１－３について、ｐ５の右下に低酸素水塊とあるが、貧酸素ではなく低

酸素ならＤＯ濃度はどれくらいなのか。また、対象であるマコガレイの貧酸素耐性との

関係は調べられているのか。 

ｐ５は様々な方のご努力によって出来てきたものと思う。産卵場が大きく３つ分かれ
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るという話があったが、それに併せて小豆島、岡山県一帯で一つのループのようなもの

があるのではないか。２つ目は低酸素水塊の形成される、たつの市沖を大きな一つのル

ープと捉え、３つ目は兵庫県の周辺海域から幼魚、未成魚のベクトルが全く無いことか

ら、今後調べなければならないが、南あわじ市の産卵場を中心とした一つのループがあ

るのではないか。今後管理していく時、生息環境空間を小さな３つぐらいのループにし

て、それらが移出入で繋がっているという分散システムとして整理した方が全体的な考

えと合うのではないかと思う。 

（高木課長補佐）詳しい資料は無いが、貧酸素まではいかず低酸素である。たつの市から

姫路市にかけた水深５ｍ、１０ｍ、１５ｍ、２０ｍの水深帯で毎月ＤＯを計測したデー

タがある。その調査において、８月の始め頃に、水深１０ｍで１．５ｐｐｍ、１５ｍで

２ｐｐｍ、２０ｍで３ｐｐｍとなっている。水深５ｍで７ｐｐｍほどあるので、水深１

０ｍくらいから３ｐｐｍを切っており、水産生物が生息しにくくなっている状況にある。

７月中旬以降から８月いっぱいにかけて、このようにＤＯが低い状況にある。また、別

途詳しい調査を２年間行っており、その調査ではもっと悪い地点もあり、だいたい２ｐ

ｐｍを切る状況になっている。 

（松田委員）低酸素水塊は、ＤＯ濃度のレベルもあるが、持続期間や水塊の大きさも同時

に影響してくる。このプロジェクトは、環境要因と資源の関係を明らかにした上で、低

酸素水塊を解消する事業ということで非常に興味深い。長期的なデータで低酸素水塊の

発生頻度と資源の関係を比較するようなデータはあるのか。 

（高木課長補佐）長期的にいつから低酸素水塊が出てきたという詳細なデータはない。兵

庫県では、別に播磨灘北部の貧酸素水塊の調査を２年ほど調べた結果があるが、いま手

元に資料がない。この海域に低酸素水塊が何故発生するかは、いろいろな理由が考えら

れる。他の海域では発生しないものが、この海域で発生する理由は、特に水深１０ｍ～

１５ｍの底質が悪いことが考えられる。兵庫県の漁獲量は、播磨灘だけではないが、１

９８０年代がピークで、それから現在は半減している状況にある。 

（松田委員）ｐ５の左下に、整備検討（案）があり、高水温期の滞留場整備の中の流況改

善とはどのような計画か。 

（高木課長補佐）高水温期の滞留場整備というのは、低酸素水塊を改善するような場を整

備すること。 

（壽委員）資料１－１のハタハタ事例で、磯焼けの進行がかなり進んでおり、グラフも示

されている。そこで藻場の消長と漁獲の動向についてどのような関連性があるのか、数

値的に把握しているのか。それができれば漁場の造成面積の指標になるのではないか。 

（鉢呂委員）磯焼けの面積自体は大まかに把握できるが、そこに残っている海藻群落に対

する産卵量は定量的につかめていない。磯焼けの進行によって、資源が減少しているこ

とは類推できる。具体的には、ブリ子と呼ばれるハタハタの卵塊が冬の時化で多く打ち

上げられ、浜を埋め尽くすほど打ち上げられる場合がある。産卵場を確認に行くと、き

ちんとした藻場であれば、卵塊は藻の株に付着されている。それが打ち上がっていると

いうことは、弱い他の海藻に産み付けられたのか、あるいは海藻が無くて産み出された

ものが打ち上げられている状況と考えられるが、定量的に把握することができない状況

である。部分的には産卵しているので、多少なりとも再生産は行われているが、卓越し
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た群があれば、若干資源量も変動するなどの要因もある。 

（磯部座長）事業の効果をモニタリングしなさいと最近は言われてきていると思うが、事

業でブロックに海藻をつけて海域に置いたときに、例えば海藻の被度みたいなのが何パ

ーセントかというのは定量化することができると思う。さらに、被度がどのくらいあっ

て、どの程度産卵したかを調べるとなると大変かもしれない。それがふ化して稚魚、成

魚がどのくらい増えたか、最終的に漁獲量がどのくらい上がったか。成長段階ごとにい

ろいろな影響が関係してくるので、なかなか一対一にならないかもしれない。このよう

に順番を追っていった場合に、どの辺までが事業効果として特定できるものなのか。 

（鉢呂委員）非常に難しい問題だと思う。モニタリングによって、造成漁場（面積）に対

する卵塊の数と一卵塊あたり平均数をかけ合わせれば、造成漁場に産み付けられた卵の

数は把握できる。そこからふ出率により、ふ出直後の稚魚数が推定できる。しかし、ふ

出した稚魚が生活する水深が浅い所では、水温や餌料環境等に大きく影響を受け、減耗

や成長が極めて大きく変動する。北海道では放流ニシンについて稚魚と生息環境の調査

を行っているが、３年後の生産に結びつくであろう稚魚と生息環境の状況を把握する仕

方では一定の予測はできるが精度の高いものではない。ハタハタの場合も稚魚時代の生

活史を解明した上で、減耗最大原因が水温の問題なのか、餌の問題なのか、また別の問

題なのかを明らかにし、沖に出るまでの生残率が判らないとまだまだ難しい。 

（生田委員）ハタハタの取組について、非常に産卵回帰性が強いとある。ｐ２のグラフを

みると低水準であるが、それなりの資源があるという形になっているので、他の海域か

ら来遊している可能性はあるのか。 

（鉢呂委員）ハタハタはこの管内の特有な種ではなく、北日本や北海道の太平洋側にも分

布し、広い範囲で生活している。その中でわかっているのは、深浅移動については産卵

が主であること、生活の場としての海盆は確認されているので、ここで成長したものが

沿岸に帰ってきているということで、増殖対象となる生活史は留萌管内程度を想定すれ

ばよいのではないかと思う。 

（生田委員）地先の深場と浅場のネットワークを考えればよいということか。 

（鉢呂委員）その通り。 

【議題２】 

・水産庁整備課森課長補佐より資料２－１に基づき説明、その後田中委員より資料２－２

に基づき説明。 

（壽委員）資料２－２のカキ殻について、大分県でも底質が悪化しているところがあり、

どうにかして良い状態に戻したいと思っている。そこで、カキ殻のコストがどのくらい

かかるのかということと、実験の対照区には砂を入れるなど何か施しているのか教えて

ほしい。 

（田中委員）コストは、公共事業で使う場合と漁業者自らが自主的に行う場合では全然違

う。漁業者の場合は、自ら排出したカキ殻を、海の中に作った一次堆積場に保管し、水

産用水基準に照らして問題がないかどうかを確認した上での人力作業。これはタダであ

る。公共事業として使う場合は有価物として今後きちんとしていくことになるだろう。

対照区については、何もしておらず、原地盤のままの海域として扱っている。 

（瀬戸委員）資料２－１の磯焼け関連のｐ１について、海藻の新規加入困難の対策手法に、
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移植とある。直接的な方法として移植は有効であると思うが、ｐ３の干潟を見ると、海

底を攪乱させるという底質改善（耕耘）のようなことが書かれている。同じような流れ

で見ると、磯焼けにおいて磯掃除は非常に重要である。ｐ１０のループのソフトとハー

ドのところでも、保全活動の実施の中に干潟等における耕耘が出てくる。種苗の投入は

重要であるが、ここでは漁業者が自ら実施する活動として、藻場造成においては磯掃除

の方がより適切ではないかと思う。 

ｐ２の磯焼け対策②でウニの食害対策の事例を紹介しているが、ウニを捕って海藻が

生えてくる。北海道でもいろいろな試みがされていると思うが、永遠にこれを続けると

いうストーリーはなかなか困難である。そうなると藻場の質を変えていく、生物多様性

ということになるが、様々な種類で構成される藻場をつくることによって、それぞれの

生活史に応じて、四季を通して海藻が繁茂することが食害対策に非常に有利になる。そ

ういうストーリーが非常に重要になってくると思う。 

ｐ３の干潟について、主な対策の中に幼生ネットワークの保全と書いてある。非常に

重要な言葉であると思う。藻場においてもネットワークは重要と考えるが、具体的にど

のような保全をされているのか教えてほしい。 

資料２－２のカキ殻や二枚貝の貝殻を有効利用することは重要なことであり、他の県

でも行っていると思う。二枚貝の殻の比重は、一枚１．６とか１．８程度で、砂より軽

い。ｐ１の河口の干潟域の底質の中に入れると、海底の外的攪乱を助長するような形で

貝類の発生促進によい効果が出ると思う。一方、カキ殻を敷設した沖合浅場にマナマコ

がたくさん集まっている状況は、餌となる有機物がカキ殻に溜まっていることを意味し

ている。パッチ状に使う場合は有効だと思うが、全面的に敷いてしまうと、有機物をト

ラップして貧酸素水塊の発生に関わってくる可能性がある。沖合深場の利用においては、

そのあたりの使い方、スケールの見方も注意したほうがよいと思う。 

（森課長補佐）磯焼けに関して磯掃除の話が出たが、資料２－２では全部記載しておらず、

ｐ１右の基盤不足という所に書かれている基質確保の中に磯掃除が位置付けられてい

る。磯掃除も含め複合的に行うことで、磯焼け対策の効果を出していくことが重要であ

ると考えている。 

ウニ除去に関しては、永遠に続けると地元への負担が大きくなるということはある。

取り組みとしては、ずっと続けるよりも、バランスが崩れてしまった状態を修復するま

でウニを徹底的に除去している。藻場の質を変えるという観点から、藻場が再生可能な

資源状態にまで一度回復させれば、ウニとの共生が図られる状態を作れるのではないか

ということで現地の実験を続けているところ。 

干潟の幼生ネットワークであるが、具体的な事例としては、大分県豊前海のアサリの

資源回復計画が挙げられる。失われた幼生の供給源を復活させて、アサリの資源を再生

しようとするものである。具体的には漁場のある海域の流れの分析や、個体群の配置の

場所の選定等を見極めた上で、保護方法の検討、さらに産卵期の推定などにより、着底

場または漁場の整備を実際に行っており、一定の効果を示している。 

（松田委員）資料２－１では、これまで行われてきた事業や課題が包括的にとりまとめて

いる。ｐ７の鉄鋼スラグについて、覆砂材料への利用等について研究が進められる一方

で、平成１６年頃から民間企業を中心に藻場造成の素材としての技術開発が進展とある。
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製鉄から発生するスラグや発電所から発生する石炭灰などは、基幹産業に伴って、大量

に発生するものなので、今後水産環境整備の素材としてかなり大きなテーマになってく

るだろう。今、研究室レベルから現場実験レベルでもかなり行われている。安定した生

育を生成するとか、ベントスが含まれるとか、アサリが育つなどの研究である。かなり

大量に使える直前の段階まできているのではないかと思う。現在、こういった素材を海

で使う場合、関連する法律が、海洋汚染防止法や廃棄物処理法など簡単に言うと海に汚

れを出さないといった観点なので、そこで生産された魚介類を人間が食品として食べた

時に安全かどうかの観点が入っていない。それをどこが対応するのかが重要である。水

産食品の生産ということからすると、水産庁のどこかで対応しないわけにはいけないと

思う。なぜなら、今後鉄鋼スラグを使った広大なアサリ漁場ができた時に、そこで生産

されたアサリをたくさん食べても本当に大丈夫かとの質問を消費者から受けたときに

答えられるように。このことも、どこかで検討したほうがよいと思う。 

（森課長補佐）鉄鋼メーカーと意見交換を続ける中で、鉄鋼スラグを入れる時に海域への

環境配慮は独自にメーカーで実施している。しかし、食品として安全かという視点での

調査は聞いたことがないので、これから我々が適用範囲を明確に示して使っていくとい

うことを打ち出していくのであれば、そのような調査・検討も必要になってくると思う。 

（生田委員）資料２－２のカキ殻について、そのままカキ殻をまいたり、砕いたりという

ことであるが、カキ殻を底質の改善に用いる時に、人為的に手を加えて加工することで

効果をあげるとかそういった技術的な課題がないのかということと、こういった対策が

全国で取り組まれた時に、カキ殻の供給は十分まかなえるのかを教えてほしい。 

（田中委員）人工的に加工する必要がないのかということについて、必要はないと思って

いる。アマモ場のアンカー材としての活用や、１０ｍ以浅の海域での底生生物相の多様

化を目的とした場合には、今までの調査結果ではカキ殻を何もしない、粉砕もしていな

いものを「全形カキ殻」といっているが、全形カキ殻若しくは荒く割ったものの方が効

果が高いという結果がある。加工する必要があるとすれば、底曳き網漁場の底質改善に

使う場合に、底質になじませるためにより細かくする必要がある。底質改善効果として

どの程度の粒径がいいかはこれからのテーマであり、加工するかどうかは、粒径の問題

だけだと思っている。カキ殻の供給量の問題については、今の現時点では大丈夫。 

瀬戸委員からのコメントに対して、今わかっている範囲内で補足する。水深が深い所

での底質の変化はずっと追跡をしている。これまでの浅海域で広範囲にやった事例では

底質は向上する方向である。硫化物は減少するなどプラスになっている。ただ、底曳き

網漁場のような水深２０ｍや１０ｍより深い水深の場合にどうなっていくのか、底生生

物と併せてずっとモニタリング調査を行っていきたいと思っている。 

（瀬戸委員）底質の安定性の問題だと思う。先ほど、シールズ数という話が出てきたが、

基本的には、物理的な外的攪乱で若干動くような状態で使われている場合にはあまり心

配はいらない。固定的な形だと、ある意味トラップ材のような形になるので、有機物も

トラップされる。この場合の調査も規模に依存し、ずいぶん効果も変わってくると思う。

貧酸素水塊の形成などにおいては、試験区が小さいと周りの影響を受けてしまうことも

あるので、その辺も含めて検討してほしい。 

（磯部座長）カキ殻の比重が小さいということが幸運になっている。粒径が大きいので、
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粘土やシルト成分が多い地盤だとすると、混ぜたとき、粗い粒径は長期的に埋没する。

しかし、比重が小さいので、なかなか下に落ちにくく、一度混ぜたものが比較的長期に

も粗いものが維持され、透水係数という言葉を、酸化還元電位に言い換えると、割合深

い所まで酸化的な環境が維持できるという良い面もある。長期的にどのくらいもつかと

いうと、基本的には自然に分離しようとする方向があり、持続しそうだけれど、粒径が

不連続に異なるので、１０年、５０年なのかあるいは１００年なのか。１００年ももて

ば自然の状態に近いものだと思う。 

【議題３】 

・水産庁計画課米山計画官より資料３－１に基づき説明。次に、瀬戸委員より資料３－２

に基づき説明。 

（高木課長補佐）資料３－１のｐ４に定量的な指標の提案と事後評価方法とある。増殖場、

あるいは藻場干潟の環境を整備する事業を各県が実施していく中で一番苦慮している

部分である。魚礁を設置する事業であれば、標本船調査をして、どのくらいの漁獲があ

ったかを引き延ばしして効果を把握できる。増殖場の場合は、そこで稚魚が育つ、ある

いは産卵の保護がなされるが、それが実際にどのように広がってどのような効果がある

のか。ストーリーとして、あるいは漁業者からの聞いた意見として効果は言えるが、デ

ータで説明ができない。ｐ４にある指標化は増殖場などを整備していく上で大事である。

播磨灘でどこまでできるかわからないが、今後いろいろとお知恵を貸して頂きたい。 

（田中委員）資料３－２は今後の重要なものがちりばめられている。長年、事業を推進し

てきた立場として改めて思うのが、ｐ１の生態的管理は対象種や手順を誤るとカオスの

発生が懸念と書かれており、我々が、一番気を付けてきたのがこれである。昨年度の検

討会でもメソコスムの話をしている。漁場改善・漁場整備という目的で、人為的に改変

を加えた場所を一つの実験生態系と捉えて、事業を実施している過程でも生物相の変遷

を中心に状況を確認しながら進めて行くのが一番大切なことと話した。この手順・整備

の手法を誤るとかえって悪くなるかもしれない。ｐ２の生息環境空間（生態系）ごとに

「環境変動に応じた」オーダーメイドの運用方針構築も重要なことだと思う。ある海域

で良かったことを、他の海域でそのまま適用してしまったら、カオスの発生があり得る。

常に気をつけて進めていかなければならない。そのためには、仮説検証型の事業推進の

システムが今後の水産環境整備の一番軸になるという考え方として共通認識されるこ

とが重要と思った。また、最後のＢ／Ｃをどのように捉えるか。生態系サービス、生態

系の底上げを目的にするが、それによって享受する生態系サービスをどのように評価し

て盛り込んでいくのかが重要である。 

（松田委員）資料３－１のｐ２の下の「新たな指標が必要ではないか？」が議論のポイン

ト。瀬戸委員からは、始めに生物多様性の重要性があって、生物多様性の成果が海の機

能保全を招いたとあった。逆に言うと、海の機能を健全に保つには、生物多様性が重要

であることからすると、ｐ２の「新たな指標が必要性ではないか？」の下に４項目（資

源の底上げを代弁できる指標、モニタリングが可能なもの、学術的に妥当なもの、国民

的に理解が得られるもの）が書いてあり、その上の定性的な効果で生態系全体の生産力

の底上げとあるので、これは生態系全体の様子が反映できることになる。それから上の

「生物多様性の保全」は、ｐ２の右下の４項目に対応すること、端的にいうと、生物多



 

 8

様性をある程度判定できる。生物多様性という言葉に多少抵抗があるとすれば、対象海

域にどういった生物がどのくらい棲んでいるか、簡単に言えば種類と量。本当は生産力

であるので少し違うが、バイオマスは生産力にほぼ比例する。どのくらいの量がいれば

いいのかわかればいいと思う。 

ただし、モニタリングは大変である。全生物において詳しい調査を長期的にするこ

とはほとんど不可能であるので、水産庁らしいモニタリングを考えた方がいいのではな

いか。底曳き網の漁場があるが、底曳き網漁業は底の対象空間にある全量を採取するサ

ンプリングで、その内商品価値のあるものだけを漁師さんがとって、それ以外を捨てて

いる。例えば、月に一回、全量固定してもらって調べるとか、そのようなことをすると

底生生物を含めて海域の概略がわかるのではないかという気がする。生物多様性の中に

は、浮き魚、底物、泥の中にいるものなどいろいろあるが、浮き魚はかなり回遊や移動

が大きい。一方、底物は地についているので、地域の特徴がある程度反映できるのでは

ないか。もう一つは、全漁連とか水産庁の事業において、浜辺や干潟については環境教

育、水産教育的なものが、子供向け、学校教育などでいろいろ行っている。この同じス

キームを定期的に実施するのがいいのではないか。個々のモニタリング精度は決して高

くないが、５年、１０年と続くと、全体が把握できると思うし、国民的な理解が得られ

ることも関係するので、新しい仕組みとして考えてもいいのではないか。 

（壽委員）事業を実施する上でモニタリングは非常に大事だと理解している。しかし、県

試験場の人的な面や予算の低下ということで調査力が落ち、調査そのものに苦慮してい

る。事業展開するにあたっては、事業の中でモニターできるような形で事業を仕組むこ

とができるとモニタリングそのものの精度も向上してくるので、その辺の検討をお願い

したい。今回の話の中で、モニタリングは生物のバイオマスを調べるのに必要だとある。

Ｂ／Ｃを出す際に、今は漁獲量を中心に調べている。その中で、漁業者の数が減って、

年齢もあがっている。年齢があがれば今まで１０時間働いていた人が７～８時間になり、

漁獲量そのものが非常に落ち込んでいる。事業を展開して漁獲がかなり低労力になるメ

リットはあるが、漁獲量だけを見るとなかなかモニターできない部分があるので、Ｂ／

Ｃの出し方、評価の仕方、会計検査の対応なども含めて議論をしたい。 

（磯部座長）モニタリングを事業の中でというのは、工事が短い年度で終わったときに、

モニタリングはその後も続けなければいけないが、それを含めて事業の中で実施して欲

しいということか。 

（壽委員）その通り。 

（瀬戸委員）資料３－２のｐ２の仮説検証型とある。下のほうにモニタリング項目とか体

制ということで書いてある。対象種がキーストーン種の場合と違う場合で分類分けした。

対象種がキーストーン種、即ち生態系の指標となっている場合には、その漁獲量で基本

的にはそこの生態系をある程度評価できる可能性があると考えている。この場合は、従

来より実施されてきた評価と繋がっている感じがする。 

モニタリング項目のところに、仮説妥当性評価項目と書いている。海の基本的な構造

を調べるような場合は、ルーチン化しなければならないと思うが、漁場整備の場合には、

仮説を立ててそれを検証するために必要となる項目をモニタリングしていかないと、闇

雲にモニタリングをしても、その結果を効果の検証に使える可能性は非常に低いと思う。
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そのように考えると、仮説妥当性評価のためのモニタリングは事業の中に位置付けられ

るのではないか。 

資料３－１のｐ４の指標のイメージは、便益として貨幣化する資料として位置づけら

れると思う。資料３－２のｐ３の４．２で新たな効果、まさに便益を書いている。これ

らの効果について、もう少し詰めていただきたい。さらに、具体的にそれを便益として

評価していくには、もう一つおろした形の委員会などで検討していくと、個々について

貨幣化するにはこうした方がよいと出てくるだろう。水産庁では、費用対効果分析のガ

イドラインも作られているので、それとうまく適用させていくのがよいのではないか。

資料３－２の４．２について、新たにこういう効果がある、もう少しこうした方がよい

といった議論があったりすればいいのではないか。 

（松田委員）資料３－１のｐ１の基礎項目で、②対象種の選定とあるが、漁場整備対象種

をみると最終的に漁獲の対象となる種と読める。生態系全体の考え方からすれば、最低

限主要な餌とかそれが食べられる食害生物とかに注目する必要がある。 

ｐ１の環境基盤の重視の③物質循環で、水産用水基準を参照とある。水産用水基準も

もちろん重要であるが、水産用水基準は、成魚が良好に生息できる環境、水域環境の基

準であるので、今日の前半の資料に出てきた浄化機能とかとはかなり性質が異なる。水

産用水基準を中心にすると今回のテーマからはちょっと狭いので、具体的にどのような

指標がいいのかをもう少し検討した方がよい。 

（生田委員）順応的な管理をするにあたって計画をたてる前に目標があると思う。水産環

境整備を考えると、目標とする水産資源の増殖という到達目標があった上での計画だと

思う。その時に指標を何にするかは、資料３－２のｐ３にある水産環境整備がもたらす

効果のフロー図にある環境基盤、それぞれのフェーズで対象とする生物が依存している

餌や生息環境である基盤が、まさに指標のイメージとなるのではないかと考えている。

計りやすいからベントスを指標にするということではなく、目標を達成するために何が

必要なのかということが一番重要と感じる。 

（磯部座長）効果を計りやすい、計りにくいということと、最終的な目標との関係である

が、最終的な目標の一つが水産有用生物であることは間違いない。それだけでなく、生

態系は割と漠然としたところもあり、水産有用生物という目標にしても、藻場を整備し

たら本当に対象魚が増えているのか、整備したがたまたま水温が低くて少なかったとか、

ばらつきが多くなる。 

資料３－２では、トレンドを考えて、トレンドからどれだけ上下したか効果を計った

らどうかとあった。しかし、それらを計るのはなかなか難しい。 

一つの割り切りとして、長期的あるいは広域的な大きな目標と、短期的で局所的な目

的に分けてしまうことも一つの手である。 

先ほど、鉢呂委員からフシスジモクの藻場造成の説明があったが、藻場の被度がどれ

くらいになったかモニタリングは可能である。どのくらい産卵したかも把握することは

可能。しかし、成魚に至るまでにどれだけ減耗するかはわからない。ひとつの考え方の

整理としては、どれだけ藻場ができたか、あるいは産卵したかで、直接的な費用対効果

を決めて、そこから先は、どのくらいの減耗率かは全国の平均値などで決めれば、最終

的に水産資源としての漁獲高がどれだけ増加するかという所に繋がってくるので、二段
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階の評価もあり得ると思う。 

ＰＤＣＡサイクルでいうと、事業実施中は、短期的で局所的なモニタリングしか正確

にはできないが、そこを指標化して、その指標が満たされれば事業としての成果をあげ

たという評価。これは国民に対して説明がつくと思う。また、長い期間の中で、指標が

本当に漁獲高とか生態系保全とかに効果が上がったのかは常にレビューする。そのよう

な二段階くらいで行うようなマニュアル的なものができると、先ほど指標をなんとか考

えて欲しいという話もあったが、そういうものに対して実用的にできる可能性もあると

考えられる。 

（瀬戸委員）座長の案に賛同である。資料３－２のｐ２のモニタリング項目・体制で、施

設の供用開始時は予算があり、物理系の流れなどの高額な調査もできる。その後の管理

する時には予算的に非常に難しくなる。生物みたいなものを指標にして、環境に興味が

ある方や、地域住民、漁業者も含めた多様な管理主体の中でお金をかけず少しずつ評価

していけるような仕方があるのではないか。施設を作った時には、本当に機能している

のか直接的な効果を評価しなければいけない。その辺は大きく段階を分けてモニタリン

グをしていかなければならないと思う。 

もう一点、藻場は非常に変動性が高い。特に一年生の藻場は大きくなったり小さく

なったりする。アマモ場のような多年生の藻場でも結構変動する。一つのパッチだけを

見ているとそうだが、複数のパッチをネットワークのような視点で一つの系として見て、

空間的に平滑化して評価できないか。今回、播磨灘でネットワークの形で評価すること

ができれば良い。資源の時間的な変動性を、空間的に平滑化された系（トータル）とし

て評価していくような方法が出てくるとよいと思う。 

（磯部座長）資料３－１の趣旨は、水産環境整備ということで、大きな目標を掲げてやっ

ていくわけではあるが、具体的に進めるためには、具体的な評価の仕方を考えながら事

業を進めないと、漠とした目的であればなかなか出しづらいということがある。その辺

のところで追加の意見があったらお願いしたい。特に、資料３－１のｐ４～５に関する

ところ。具体的にｐ３で現状では出てきたが、それで十分かというようなことが背景に

あって、それでｐ４のことを考えるとか、ｐ５の課題があるということである。 

（田中委員）資料３－１ｐ４のベントスの指標は是非盛り込んでいくべき。貝床や底質改

良の話をしたが、それを評価するにはベントス層の変遷が一番良い。その先、食物連鎖

の中で生物生産に貢献していくかを数値化するは難しい。 

モニタリングについて、事業を進めながら必ずモニタリングをしていく必要がある。

その前に測量試験費の対応が今の制度で可能。例えば、平成１３年度に終了した笠岡地

区の海洋牧場がある。事業終了後、重要なフィールドとして、継続して潜水調査や生物

相の変遷調査などを行っており、いろんなヒントやテーマを拾い上げる貴重なフィール

ドとなっている。継続調査の支援の制度を検討いただきたい。 

先ほどから話がでているが、漁獲量だけではＢ／Ｃを評価するのは無理がある。一方

で、漁獲量の規制をしている中で、とにかく増えればよいという考え方にも矛盾を感じ

る。生態系全体がいかに向上してきたかという指標も必要だと思う。ただ、漁獲量その

ものの評価も、漁業・養殖業生産統計が平成１９年から魚種が半分に削減されており、

施策立案の目の前の切実な問題として困っている。５０年間続いてきた水産統計データ
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の継続性がなくなる。過去５０年間蓄積された統計データを置き換えるための漁獲量調

査をいかにしていくかが非常に重要である。岡山県では６漁協１市場で１０数年来ずっ

と漁獲量調査をしているが、調査手法が全く違うので、互換性としてどう補正してどの

ように使うかが重要であり切実な問題である。 

（壽委員）それぞれの漁獲量は重要であるが、なかなか資源は把握しづらい状況にある。

また、現場の意見として水クラゲが非常に増えている。１０年来非常に困った状況にな

っている。大型クラゲの場合は国の政策の中でフォローされ、駆除等の経費は出るよう

になっている。沿岸域の水クラゲは困った問題でなかなか解決策がない。事業の中でモ

ニタリングする場合は、水産環境全般を捉えると水クラゲも非常に重要な部分であり、

モニタリングは負の部分も含めて実施できるような体制ができればと思う。 

（高木課長補佐）モニタリングについて、兵庫県の家島諸島周辺で大きな石材の山を整備

する事業を進めている。事業前から、途中、事後と経過をずっと調査している。施設を

設置後の最初の３年間は興味深い変遷があった。魚種で言うと、最初にすぐアジがやっ

てきて、その次にマダイがきて、最後に今年の冬にメバルがきた。餌となる付着生物等

の種類もずいぶん変わってきた。周辺の底生生物等もかなり変化している。新たな施設

をつくって、少なくとも最初の３年間あるいはそれ以上はいろんな生物の変遷があるの

で、そういったものをモニタリングできるような事業制度が必要。その後安定すると思

うので、そこまでは事業に含めてよいと思う。 

（松田委員）田中委員が話されたベントスの重要性の補足である。資料３－２のｐ１で単

に水がきれいで基礎生産が高いだけではなくて、生産力が高くなければ水産的な場とし

ては良くないといった説明があった。別な表現で平たく言うと、瀬戸内海では基礎生産

がある程度高くて赤潮や貧酸素が発生しないことになる。赤潮や貧酸素が発生するとこ

ろは、ベントスが棲めなくなり少なくなる。ベントスの種類や量が多いということは、

そこの環境とベントスの餌は上層から来るので、水中の基礎生産がある程度高いことを

意味している。ベントスの種類や量が多いと、マクロベントスでそこの環境が判定でき

る。プランクトンについては、大潮小潮で変わってしまうが、ベントスは、わりと把握

しやすい。マクロベントスを基本の指標とするのはよいと思う。 
（磯部座長）この議題について貴重な意見を頂いたので、事務局でとりまとめていただい

て、次回の議論につなげたいと思う。 

 
（司会）次回は 7 月 27 日(火)10 時 00 分から本日と同じ中央会議室で開催予定。 
 

（以 上） 


