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平成 22 年度第 4 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）11 月 16 日（火）15:00～17:30 

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 

 

（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）水産環境整備の推進に向けて 

  ・とりまとめに関する委員・都道府県からの意見 

  ・水産環境整備の推進に向けて（案） 

  ・水産環境整備マスタープランの策定例について 

  （２）今後の展開について 

  （３）その他 

３．閉会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【議事１】 

・水産庁宇賀神計画課長より資料２－１、資料１－１に基づき説明。 
（磯部座長）ただ今の説明のように、委員の方々からの意見を踏まえて事務局でとりまと

めた案を整理している。同時に、都道府県から資料１－２にあるように、非常にたくさ

んの意見をいただき、それも反映させている。文章の中に反映されていない意見につい

ても、よく見ると後で具体化に役立つ情報がたくさんあると思うので貴重な情報として、

是非保管していただきたい。 

また、この「水産環境整備の推進に向けて」に関連して、松田委員から生物多様性の

COP10 が名古屋で開催され、関連資料が提出されているので、ご説明をお願いしたい。 

（松田委員）ご承知のように COP10 は非常に大きな会議でさまざまな会議・イベントがあ

った。里海がかなり国際的にも注目されて、ローマ字で「Sato-Umi」と書いている。磯

部先生も講演されていたが、里海の関係で私が参加した会議について紹介する。 

まず、里海が注目されている背景について述べる。COP10 で話題となった MPA（海洋

保護区）に関連して、従来の西欧型、特にアメリカの保護区と利用区を完全に空間的に

分けるという手法がかなり行き詰まっていること。一方、発展途上国では、従来の伝統

的なあり方もあり、しっくりしない面があって、なかなかトップダウンではうまくいか

ないこと。これを踏まえて、里海は、里山と同じように利用しながら保全する、保全し

ながら利用するという形を推進していくことから今回高く評価されている。 

資料１－３に４つの会議について書いているが、１つ目の会議は、国連環境計画の枠

組みの中で、日本海、黄海を中心に NOWPAP（北西太平洋行動計画）という日・中・韓・

露の４カ国で行う取り組みがある。この中でも里海というのが、エコシステムベース、

あるいはコミュニティベースのマネージメントという形で評価されている。 

２つ目は、カナダのモントリオールにある CBD 本部事務局から、里海をテーマにした

テクニカルシリーズという、専門テーマ別のレポートが COP10 までに出ることになって

いたが間に合わなかったため、ドラフトという形でデジタルファイルが配布された。日

本各地の事例が紹介されて、本検討会の田中委員のグループから鳥井さんが岡山の事例

を紹介し、また秋田のハタハタの事例などが紹介された。 

３つ目は、環境省主催の里海のイベントである。里海の考え方、それから事例研究な

どが紹介された。 

４つ目は、サイドイベントでは、時間が限られているため、本会議の開かれていない

日曜日に様々な国際機関の専門家と日本の方々が意見交換したものである。例えば、東

大の八木信行先生、横浜国立大の松田裕之先生、水産庁から生態系保全室の遠藤室長が

一部出席された。今後、里海を含めて、海を持続的に利用していくという COP10 の成果

を出していくため、Sustainable Ocean Initiative (SOI)を続けていこうという話にな

った。日本として里山イニシアティブという形でアピールしたが、同時に里海も沿岸海

域の利用と保全ということで、本検討会でも環境・生態系保全活動のように類するもの

があるが、国際的に関心が持たれている。 

（磯部座長）里海里山イニシアティブというのが COP10 でもいろいろな方々を呼んで議論

されたようである。その成果は、我々が今まとめているレポートに大きく関係していく

と思われる。 
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それでは、レポートについて委員から意見、質問をいただきたい。今日最終的にとり

まとめることを予定している。 

（瀬戸委員）資料２－１の「水産環境整備推進に向けて」の流れに沿って、教えていただ

きたいこととアイデアについて話をさせていただく。前年度と今年度ということで、前

年度の部分に関係してくるが、ｐ２～３の「新たな視点と展開方法」にある「環境基盤

の重視」、「点から空間へ」、「資源・環境変動の対応」は間違いなく皆さんと合意してい

るものである。ただ、書き方で「環境基盤の重視」のみ①～④と細かく書かれている。

この①～④と同じ項目がｐ１１～１２にも出てくるので、すっきりさせたほうがいいの

ではないか。具体的には、前者ｐ２～３の部分は他の「点から空間へ」、「資源・環境変

動の対応」にあわせて概論的な文章にし、後段のｐ１１～１２で詳しく説明したほうが

いいのではないか。 

次に、ｐ３の「点から空間へ」の中で「複数種類の水産生物を対象に」と書かれてい

る。なぜ複数種類でなければいけないのか。資料４の「今後の展開」の中の候補地区と

して日本の海域ごとの可能性を調査した資料をみると、単一種のところもある。複数種

にする理由が何かあるのか教えて頂きたい。 

昨年「環境基盤の重視」、「点から空間へ」、「資源・環境変動への対応」の３本柱が示

された。今年は、それぞれの柱の相互関係がどうなっているのか議論している。特に「資

源・環境変動への対応」は実施する段階で、それ以外の「環境基盤の重視」と「点から

空間へ」という２つの柱がどういう形で相互関係をもっているのか。本日の資料１－１

の生息環境空間ピラミッドとして「着底・培養場」、「保育・放流場」、「漁場育成場」、

「産卵場」がある。生活史に着目して、例えば、着底・培養場、保育・放流場は藻場・

干潟の整備ということで「環境基盤の重視」に直接つながると捉えて、「環境基盤の重

視」と「点から空間へ」を結びつけられないか、と前回、前々回提案した。私の提案の

趣旨は基本的に、「点から空間へ」のループの中に「環境基盤の重視」が入り込むとい

う位置づけである。 

ｐ５の表は非常に重要なところ。従来型と水産環境整備の違いというところで、目標

と整備内容の欄で、水産環境整備の目標が「生態系全体の生産力の底上げ」となってい

る。その整備方法として生息環境空間の改善等という位置づけになっているが、逆では

ないかと思う。これは水産庁の事業なので、生態系というより水産資源を増大するとい

うことが最終的な出口ではないか。そのために生息環境空間を造成していく。発育段階

の低い場所で藻場・干潟の整備を行うことは有効的な手段であるという位置づけになる

のではないか。ここは議論していただきたい。 

（米山計画官）ご意見のとおり 1 つ目のｐ２～３「環境基盤の重視」の中で①～④の枝番

があり、後ろのｐ１１～１２で内容を補足している。統一してすっきりさせてもよいと

ご指摘を受けて感じているところである。 
ｐ３のなぜ複数種にこだわるのかという点については、単一種に限定した場合、単一

種を増やすことにとらわれ過ぎるという面が懸念される。海の中には必ず複数種の生物

が生息しているので、対象を１つにするより複数にしたほうが複眼的になって、気持ち

の面が強いかもしれないが広い視野で水域環境全体を見渡せるのではないかと考え、ど

の海域でも複数選定できると想定してこのようになっている。 
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資料１－１の瀬戸委員から提案のあった生息環境空間ピラミッドの考え方について

は、当然このような案で整理する方法もあろうかと考えている。生息環境空間ピラミッ

ドの４つの流れの場合は、おそらく、単一魚種に着目して生活史を追った時の流れと考

えられるが、それぞれの空間を１つの環境空間全体として複数種に着目した場合を考え

る。先ほどの意見にも通じるかもしれないが、複数種を重層的に捉えようとした時に、

生息環境空間ピラミッドの考え方がすっと入らなかったため、左の生態系ピラミッドを

用いている。 
最後のｐ５表中の目標と整備内容については、指摘のとおり、水産庁であるので水産

資源の増は一番の目的である。しかし、あまり水産資源の増にとらわれると、目的化し

すぎるということもあるので、対象種が漁獲されるか否かということにとらわれすぎず

に、環境を良くしていく。気持ちの部分が多いかもしれないが、海域全体を良くするこ

とは突き詰めれば必ず水産資源の増になる。都道府県の意見にもあったが、生産力の底

上げが漁獲の増につながり、水産資源の増になるとの認識のもと、優劣や順番を付けず

に同一に取り扱うように整理している。 
（橋本部長）少し補足する。目標の考え方は非常に重要な点である。表現については議論

が必要だと思う。従来型のものは漁獲の増産にポイントがあった。今後は、獲るか獲ら

ないかは別にして、その海域の生態系の中で生産力の底上げを図ることが重要。生産力

には基礎生産のみに限定せず、環境全体の広がりを見た上で隘路・問題を解消すること

を含めて、それをいかに底上げできるかが重要である。 
複数種の所もうまく説明をしていく必要があるが、単一種のみに着目した場合の反省

の反動として、書かせていただいた。また、集団間の結びつき、移動についても書いて

いるが、種ごとの関係を可能であれば見る必要があることを強調する意図がある。表現

として複数、単数にあまりこだわるものではないと考えている。わかりにくい点につい

てはご意見をいただき整理したい。 
（田中委員）２５年以上前の沿整事業から水産環境整備に携わってきた立場から申し上げ

る。対象種はあくまでも複数種を前提にすべきで、生態系の構成種を意識して対象種を

絞ったり決めたりするべきだと思う。橋本部長からも発言があったが、沿整事業はかつ

て対象を単一種として多くの失敗を重ねてきたと思う。そういった反省点を踏まえて、

生態系の構成種を意識するという意味で、あくまでも複数種から徐々に絞り込んでいく

という手順が必要だと考えている。例えば、播磨灘の事例で、対象種をマコガレイとし

た場合に、マコガレイだけが増えればいいではないかと議論すると、水産有用種である

マアナゴが食害種になってしまう。すると、マアナゴを駆除しなければいけないという

極論にいきかねない。そういう意味で、生態系の構成種全体を見極めた中で絞り込んで

いくべきだと考えている。 
それから、質問であるが、瀬戸委員提案の生息環境空間ピラミッドについて、メーリ

ングリストで個体数を示すものと回答をいただいたが、着底・培養場は着底期のラーバ

を示す段階、その上の保育・放流場は藻場・干潟の着底場として次のステージである幼

稚魚の段階、更にその上は未成魚・成魚になり、一番上の産卵場は親魚の段階かと推察

したが、この生息環境空間ピラミッドの捉え方を教えて頂きたい。 
また、ｐ５の表の目的で生態系を意識された表現になっているが、昨年の本検討会で
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「漁業は海のおこぼれを頂戴する産業」という漁師の言葉を紹介した。瀬戸内海でも太

平洋でも日本海でも正しい漁師はそういう意識を持っており、そういった理念を形にし

た表現だと思う。 
（磯部座長）生息環境空間ピラミッドについて説明をお願いする。 

（瀬戸委員）順応的管理ということからいろいろと考えた。順応的管理（PDCA サイクル）

においては、環境変動に応じながら効果を予測し、その妥当性を評価することが必要と

なるが、提案された生態系ピラミッドによる評価では環境変動への対応や効果予測がな

かなか難しいように感じる。水産環境整備の出口を、資源管理につなげてゆくためには、

水産対象種としての増産効果を算出できる必要がある。生態系管理は概念的に重要な流

れだと思うが、本事業の使命が国民へ水産物を提供することであれば、その効果を確実

なもとして示さなければならない。生育段階構造モデル（レスリーモデル）は、生育段

階ごとに生存過程を積み上げるモデルで、環境変動に応じた資源動向の評価にも使用さ

れている。これらのモデルも、これまでの漁場整備で十分利用されるに至っていないの

が現状である。このような積み上げ型のモデルの低次成育段階に、環境基盤の効果を取

りこんで評価してゆくことが、現実的に一番可能性があると感じる。生息環境空間ピラ

ミッドという名前が妥当かどうかはあるが、「点から空間へ」の考え方において、生息

環境空間の発育段階とピラミッドの各階層が符号すれば、レスリーモデルの構造と共通

していることから水産環境整備の効果予測や評価のために本モデルが使えると思って

いる。 
（松田委員）ｐ５の表は、従来型とどのように変わったかを示す重要な表である。できれ

ば、表中の表現と本文が違わない方がいい。その観点から、目標の生態系全体の生産力

の底上げについて、ｐ２の「２．基本方針」の始めに、「水産資源の回復・増大と水産

資源の回復が図られるよう」と書いている。「よう」は目指しているということなので、

例えば「生態系全体の生産力底上げによって水産資源の回復・増大」としてもいいので

はないか。 
表の３行目の対象種であるが、従来型も新しい整備も複数種とある。田中委員から発

言もあったが従来型は複数種の場合も単一種の場合もあるので、右と左の違いを出すた

め「特定種」とした方がよいのではないか。 
瀬戸委員から発言のあった整備内容については、従来型が魚礁・増殖場の整備、新し

い方は生息環境の改善・修復・創出とある。従来は点や成魚だけの生息環境、今度は空

間的にあるいは生活史全体の環境整備を行うことである。右側の生息環境空間の修復・

創出に「包括的な」改善・修復・創出などの全体システムを表す文言を入れた方がいい。 
実施体制のところでは、従来型は「直接の担当者を中心とする限られた組織体制」、

新しい方は「関係者等による意見交換、情報共有の場の設置」とあるが、本文ではｐ８

の上から４行目に「事業実施主体のほか、関係する水産業協同組合、地方公共団体及び

試験研究機関が中心となった意見交換の場を定期的に持つことが望ましい」とある。こ

れも重要であるが、ｐ４の第二段落目に「関係者がそれぞれ連携して適切に行う必要が

ある」と実施の手法が書いてある。表に戻ると、実施体制としては情報共有をするだけ

ではなく、ｐ４の実際にいろいろな人が連携して関わるという表現を加えた方がいいと

思う。 
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（生田委員）生態系ピラミッドに関する議論の中で、瀬戸委員から生息環境空間ピラミッ

ドの方が適切ではないかと意見があった。今回の水産環境整備で空間を整備するという

ことを生息環境空間ピラミッドと捉えるのは一つの考え方だと思う。ただ、これでは１

つの対象生物の生活史にとって、どれだけ空間が必要であるかを示すものになってしま

う。現行の生態系ピラミッドは生物のマスを捉え、生態系全体の中の生物の食物連鎖や

魚の関係などを表しているので、先ほど資源管理の話もあったが、栽培分野や資源管理

分野と連携して漁場の整備を考えていく時には、現行の生態系ピラミッドの方が私は全

体的な生態系を捉える上では適切だと思う。ただ、どちらの考え方もあると思うので、

目的にあわせて選んでいけばいいのではないか。 
（瀬戸委員）先ほどの続きになるが、ｐ６の PDCA サイクルの流れについて、全体計画と

実施計画という形に分けている。この流れからすると、全体計画は一つの箱のような形

にして、下の実施計画も箱にして矢印で上と下を結ぶような形の方が現実に即してくる

のかと思う。順応的管理では、フィードバック管理と順応的学習と２つがあり、基本的

に下の実施計画で PDCA を行っていくが、状況に応じて不合理な部分が出てきた場合

に、全体計画に戻って点検するというスタイルの方がわかりやすい。全体計画の部分で

多様な主体と合意形成を図り、実施計画では実務的な形を固めていくように、分けてい

た方がいいと感じた。 
長期的な目標と短期的な目標についてすっきりしない所がある。ｐ１０で長期的な目

標が海域全体、短期的な目標は個々に構成する海域の目標みたいな形で読み取れる。実

施計画で「全体計画のうち整備が必要な地区ごとの実施計画を策定する」とあるが、地

区ごとの実施計画が短期的だと読める。短期的、長期的という言葉と実施計画と全体計

画の言葉がすっきりするように見直した方がいいのではないか。 
ｐ６の図の実施計画の一番下で事前評価とあるが、PDCA で順応的管理をする場合は、

このプランをたてた段階で、もしこのプランが正しい場合の効果予測をたてることにな

る。そしてそれが正しかったのかチェックする形になる。効果予測が事前評価となるの

か確認したい。 
ｐ７の実施について、これまでのように１度に１回実施してそれで終わりということ

ではなく、継続的に実施をしながらチェックをしていくことがイメージできるような文

章にしてほしい。 
次の、検証・評価で、モニタリングとして「継続的（３年程度を想定）」とあるが、

年限については、５年ではないかなど議論になるところだと思う。漁場をつくって供用

開始する時期は、まだ事業費も大きく、その中で比較的大規模なモニタリング調査もで

きる。その後の管理する時期になると、指標生物のモニタリングなど比較的容易・安価

に実施可能な項目を中心としてみていくことになるだろう。永遠とまでは言わないが、

長く続けていれば、再度、問題が生じた場合の対応に繋げることができる。検証・評価

は、そのような長期的な形をイメージできるように表現を工夫していただきたい。 
ｐ８の実施体制のところで、6 行目に意見交換を行うとあるが、もっと踏み込んで合

意形成を図るなどの表現にすれば、いろいろな方と意見交換をして少しでも合意を図り

ながら進めて行くという形が見えてくる。 
（磯部座長）事前評価は事前の効果予測として理解していいいか。 
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（米山計画官）然り。 
（鉢呂委員）ｐ６の「（１）計画」のところの一番下に、「対象生物の漁獲増加量を重視し

ていたのに対し、（中略）生物生産量そのものの増加量にも着目」とある。そこまで生

物生産量という言葉で表現されておらず、初めて出てきたと思う。生態系全体の生産力

の底上げなど従来の表現はたくさん使われているので、もう少し漁獲増加量に重視した

表現に対し、生態系ピラミッドの階層の生産量の増加など生物漁獲量だけではないとわ

かりやすく表現していただきたい。 
（田中委員）今の案について、各県からのたくさんの意見を拝見して、これをもとにどう

したらいいのかと戸惑いがあるように感じた。昨年から関わっているが、自分だったら

どうするのかをシミュレーションをしてみたので、どのような手順を踏むことになるの

かご紹介して、間違っていたらご指摘いただきたい。 
まず一番初めにすることは、すべての生物について生活史がわかっているわけではな

いので、海域特性から区分した海区に着目して、地元漁業者と何をどうしたらいいのか

アウトラインを話し合う。この時点で最も大事なのは、どのような漁師さんを選ぶかと

いう人選であり、そこで構想の軸と漁師さん以外も含めた地元の協力体制などの大枠が

決まる。 
その話し合いを繰り返して骨子となるあらすじを練り上げていく。対象海域の範囲や

対象魚種とすべき候補を網羅的に列挙して、魚種ごとに産卵場や育成場の生活史につい

て多くの漁師の経験的な知見を発掘し、文献調査によってこれらの中身の精度を高めて

いく。その過程で、大事な理念として物質循環の正常化であるとか、獲る魚だけを増や

したら良いということではなく生態系全体がよくならないと水産生物も増えないとい

った内容を盛り込んでいく。 
その上で、対象海域の範囲を絞り込みながら、現実的に出来ること可能性のあること

を整理して、生活史の中でどの発育段階のハビタットが不足しているのかなど、改善す

べき課題を漁師の知恵を借りながら青写真に具体化していく。その過程で、物理環境な

どの専門家の意見を聞きながら、事前調査計画の案をつくって、必要に応じて課題解決

に必要な専門家や漁師に入ってもらった調査検討会を行い、調査計画をたてて、事前調

査を実施して、その結果から生態系の構造把握あるいは推定を行い対象海域、対象魚種

を特定して、具体的な環境改善策を一定の仮説のもとに長期計画をまず策定する。 
これは一定の仮説を立てて目標にするものなので、それをベースに現実的にすぐ着手

できる課題テーマを軸に短期的な目標を目指して、具体的な事業計画を策定し、PDCA
サイクルに基づいて進めて行く。 
このように、担当としてどのように進めていけばいいのかを考えると今述べたように

なるが、間違っているところがあれば、教えて頂きたい。 
（磯部座長）このレポートを具体化する時に、特に田中委員のような立場で、具体的なイ

メージをお話いただいたが、それに対して意見、感想があれば伺いたい。これも最終的

に実施する今後の話であるが、順応的に PDCA サイクルを使いながら集計する作業が

あり、まず一歩目として大変参考になる考え方を披露いただいた。 
（米山計画官）田中委員から発言のあった流れは非常に重要だと思っている。私自身は、

ｐ９の「基本情報の整理」①から⑦の中で整理できたらと思いつつ、整理仕切れていな
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いところがある。タイトルを変えるなど工夫が必要かもしれないが、全体計画の策定の

流れみたいなものをご議論いただければ適宜反映していきたい。 
（壽委員）基本的には、きちんと事前調査して生態系を把握しながら行い、実施中は期中

の評価を行いながら PDCA サイクルで事業を進めていくことが重要なことだと思う。

しかし現状で、県の限られた人員あるいは、研究レベルで前々回でも申し上げたが、人

が減り、予算が落ち込む中で十分に対応できないこともありえる。その中でとりまとめ

に細かい所まで決められては逆に実施しにくくなる面もでてくる。ある程度、指針、方

針に留めた方がいいのではないか。 
先ほど、瀬戸委員からの発言もあったが、効果の把握としてモニタリングを３年程度

は事業で実施できるというのはありがたい。ただ、これが、ずっと長期間にわたって行

うということは非常に難しい面もあるので、臨機応変な形で取り組めるようにしていた

だければと思う。 
公共事業の場合は、常に効果が問われ、今後はますます効果が問われることが多くな

ると思う。各県で努力することも必要であるが、効率的に効果を把握できるように、全

国的な統一的な手法の開発を検討していただきたい。 
（松田委員）ｐ１２の「検証・評価方法」のところで、モニタリングが重要とあり、その

途中の第二段落の終わりのほうに、「必要に応じて水産業に対する負の影響についても

モニタリング対象とする」とあるが、ちょっと意味がわかりにくい。ｐ１３の表で何を

調べると水産業に関する負の影響がわかるのか、環境整備していろんなものをつくった

けれどもマイナスに働くという意味か。 
（米山計画官）以前壽委員からクラゲが大量発生する例などいろいろな負の影響があると

いう意見をいただき、文章に付け加えたものである。その経緯もあるので壽委員からコ

メントいただきたい。 
（壽委員）クラゲについては、海岸護岸の工事が始まって、そのことがクラゲの発生を促

しているといった文献があり、いろいろな海岸線沿いの工事等で負の部分もあると思う。

そういった面も含めて、全体的にモニタリングしながら事業の評価をしていったらいい

と思う。 
（瀬戸委員）ｐ１１の「①物質循環の把握と正常化」について、確かに正常化は必要であ

るが、一歩先に進めて物質循環を活性化させていくというイメージが取り込めないかと

思う。また、文章中に、「貧酸素水塊が発生する水域では、水の交換・交流を促進する

流れの制御が重要である」とあるが、一方では養殖場の過密養殖の問題もあるので、う

まくバランスをもって併記していただきたい。「③未利用・低利用資源の有効活用の推

進」の最初に、「貝殻、間伐材等の資源をできる限り有効活用」とあるが、なぜこうい

った活用が必要なのかということも併せて簡単に説明した方が安全なような気がする。 
（磯部座長）たくさん意見をいただいた。「環境基盤の重視」で①～④が重複しているので

はないかということ。重複している部分については、前半を縮めたらということであっ

たが、読んでいて重複感がないように整理したらどうかと思う。 
ｐ５の表がだいぶ議論された。複数種とか特定種とか言葉の使い方を、少し検討して

はどうか。目標のところは、水産庁で議論していることもあるので、漁獲の増は最終的

な目的であることは言わなくてもわかっている。それは最終的な目的として、そこに至
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る考え方をもう少しかみ砕いた目標として水産環境整備を考えると、そこでは「生態系

全体の生産力の底上げ」が大事であり、それを強調せず漁獲増をあまり言うと従来との

考え方の違いが明確にならない。最後に漁獲増を目的としているのは間違いないので、

とりまとめとして読む人に対してわかりやすく、新鮮みがあるものにするため、現行の

表現としていると考えたらどうかと思う。 
ピラミッドの件である。２つの違いとして、今の原案は食物連鎖網を考えて、エネル

ギーや物質として食う・食われるの関係でだんだん移動して、物質循環がおこっている。

種が変化していわゆる食物連鎖の下の小さいものから上にあがっていく。一方、生息環

境空間ピラミッドは一つの種に着目して生まれてから死ぬまでの生活史を重視してい

る。要は、この段階ごとの場を考えるとそれが生活史になっていくし、生活史のほうか

ら言うと、いろいろな種ごとにあわせていくと全体となる。それぞれ、食物連鎖によっ

て種間で書いたものと、一つの種に着目して生活史を書いたものとの位置づけができる。

生態系ピラミッドの図は下のほうの藻場・干潟とか、底質改善とか人工魚礁とかいろい

ろな場が入っているので、それを詰めて広義に解釈すると、種も生活史を横にたどると

含まれる。そして横と縦につなぐと種間の関係が入り、一つの種の生活史というのが両

方に入ってくる。もう一つの生活史で表す生息環境空間ピラミッドは、言葉がわかりに

くい部分が若干あると思うので、皆さんに合意いただけるのであれば、現行をベースと

することとしたいがよろしいか（異議なし）。 
いろいろ意見をいただいているので、事務局と相談して、修正案をつくって、修正案

ができた段階で皆さんにお送りして見ていただいて、それを最終版としたい。最終版に

ついては私にご一任いただくことでよろしいか（異議なし）。修正案については、作成

の上で皆さんに送るのでよろしくお願いしたい。 
（田中委員）先ほど申し上げたのは理解の仕方について申し上げたもので、壽委員が言わ

れたように、とりまとめについては最大公約数的なもので十分であると考える。誤解が

あるといけないので補足する。 
（磯部座長）具体的にはやってみて、どういうふうになるか見ていかないといけないので、

田中委員の発言のようにどういうことが最も効率的・効果的か、更に新しい考え方を盛

り込んでいくことになるのか検証していくことになると思う。大きな所は、生活史の把

握に努め、特定種ではなく複数種をにらみながら、計画を実施していくことができるよ

うになることだと思う。 
 

・水産庁宇賀神計画課長より資料２－２に基づき説明。次に、水産庁米山計画官より資料

３－１に基づき説明。 
（松田委員）資料２－２の左の見慣れたピラミッドの図であるが、そこに「環境基盤の重

視」とあり、初めて見ると環境基盤とは何かわかりにくいかもしれない。先ほど議論し

た資料１－１の生態系ピラミッドには、円錐の下にもう一段加えて環境基盤がある。概

要版においても、一段下に森川海の物質循環や藻場・干潟などが位置づけられるように、

プランクトンの段のもう一段下に環境基盤という欄をつけたらどうかと思う。また、矢

印はこのコーンが大きくなるイメージであるが、下向きの矢印は、その一番下の階層を

詳しく言うとそうなるという表現でもいいのではないかと思う。環境基盤のような台座
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をつくると、資料１－１を立体化したような絵になる。その一番下の基盤の整備はどう

いうことかというと、その下にある４つの点を説明していると整理されるので、この点

を検討いただきたい。 
（磯部座長）環境基盤をもう一層下につけて、それが広がると上も広がるという矢印のほ

うがいいのではないかということであると思う。 
（生田委員）資料３－１の播磨灘のマスタープランであるが、この地図を見ると既に整備

された魚礁や増殖礁が東側にかなりみられる。この地図を見ると、漁場とかそれ以外の

産卵場や着底場と違う場所に整備されているような印象を受ける。こういった既存施設

はマスタープランの中でどのように活かされるかの視点があまり書かれていない気が

する。 
（米山計画官）既存魚礁については、対象魚種等の資料を持ち合わせていないが、既存魚

礁を整理して、それ以外の部分を今回整備することによって間を埋めようという考えが

ある。位置づけについては、ご指摘のようにわかりづらいので、今後検討していきたい。 
（瀬戸委員）これはマコガレイの生活史について書かれているので、既存魚礁はそれ以外

のメバル、カサゴ等が対象に位置付けられているのではないか。 
（壽委員）資料２－２は事業の概要版ということで、事業を進めるスパンについてですが、

長期計画は大分県では５年間で考えているが、PDCA サイクルのモニタリングは 3 年

程度できるとあり、時間的な部分がわかるような形になると概要版としては見やすいと

思う。 
（米山計画官）本文にも PDCA サイクルの期間についてはあまり深く踏み込んでいない。

あまり書くと、その言葉に縛られるということもあり、考え方のみ書いている。逆にチ

ェックするには、ある工区の整備が終わらないと効果が適切に発現されないため、それ

を終えて効果が評価・検証できる時に行うことになる。スパンは早くても一年単位、普

通であれば複数年の単位を想定している。さらにアイデアがあれば教えて頂きたい。 
（磯部座長）事務局のアイデアは資料３－１にある具体的な所には事業期間は入っている

ということ。とりまとめとしては、いろいろな関わりがあると思うので、何年というの

は具体的には書かれておらず、事業期間のところにタイムスパンが書かれるようになっ

ているということ。 
資料３－１～３－４の資料では、とりまとめの議論の中身がかなり具体的にわかるよ

うになっているのではないか。このようなイメージで実施していくことがわかる。田中

委員からイメージの発言があり、瀬戸委員から提案のあった生活史、こういった考え方

がここの部分に入っていて、「点から空間へ」の考えも盛り込まれ、その中でどこを整

備するのかわかりやすくなっている。一方で、あまり大変なことはできないこともある

という話もあり、それについてはそれぞれ魚種ごとに生活史、一般論としてはまとまっ

た報告書もあるようなので、それを使いながら、それぞれの地域・海域でできるような

範囲の絵を描いていただく。場合によっては、もっと粗い絵になるかもしれないし、対

象種というのが複数種とあるので、複数種が大きくなるとどこの海域で閉じたらといい

のかということもでてくる。そこは一律には規定できないが、点線であるとかいろいろ

な工夫をしながらまとめていくことになると思う。その例として、参加している委員の

関係する海域から絵を作成していただいた。 
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これまでの意見を踏まえて最終の概要版をつくっていきたい。それぞれの委員の作成

した資料について補足のコメントがあればお願いしたい。 
（田中委員）前にも紹介させていただいたので特にない。 
（磯部座長）最終版については座長に一任ということでよろしいか（異議なし）。 

 
【議題２】 
・水産庁宇賀神計画課長より資料４に基づき説明。 
（松田委員）とりまとめの議論をした資料２－１の案が文章で書いている一方、今説明い

ただいた資料は、図やデータが具体的にあり、情報量の多い資料である。とりまとめ案

とこの文章の性格付け、どのように扱われるのか教えて頂きたい。先ほどの資料２－１

のｐ１６で「第４章 今後の制度設計と研究開発」とあって、そこに書いている内容が

資料４に多く出てくる。とりまとめた案の後につく付属資料なのか。 
（米山計画官）今の所、本編資料２－１はここに留めて、第４章にある下から４行目の記

載を受けて動いている内容との扱いである。資料４と資料２－１は切り離して、とりま

とめはとりまとめで、資料４は本文を踏まえた動きと整理している。 
（磯部座長）とりまとめは検討会で作成し、それを受けて展開するために資料４のような

活動を進めていきたいということであり、徐々に具体化していくものとなる。 
（瀬戸委員）資料４から都道府県の水産環境整備に対する思い入れが伝わってくる。これ

から検討することだと思うが、重複している箇所がたくさんある。私がいる若狭湾も多

くの箇所があり、対象種が１つのものを複数種になるように１つにまとめるなど、その

辺の調整は、今後水産庁が行うのか。それぞれの箇所の妥当性の評価もでてくると思う

し、とりまとめはどこが担当していくことになるのか。 
（米山計画官）これはまさに、９月に調査して１０月までの〆切というスケジュールで調

査を行って、とりまとめたところ。ご指摘の点は、今後の課題である。この情報をきち

んと動かすためには、重複しているような都道府県と何らかの場をつくって、作業して

行き、若狭湾についても１県で複数のものを出してきているので、個別に意見交換の場

を設けて行く必要があると考えている。今後、前提条件に示したとおり精度が低いので

精度を高めていくために、これらの箇所の妥当性も含めて都道府県と国が一緒になって

作業を行っていきたい。 
（磯部座長）資料４のｐ１にある箇所は、都道府県から挙がってきた第一次案というか第

０次案である。県によっては、自分の県の沿岸全域に丸を書いているところもあるし、

分けているところもある。それらを踏まえて、ある程度海域が整理された後、海域ごと

に検討を進めながら、どんな感じで進んでいるのかを全体として把握しなければいけな

い。全国的な視点でみたとき、どの程度進んでいるのか把握することがｐ５の趣旨だと

思う。それぞれの海域の中身としてはｐ６の評価手法もあるのではないか。さらに、ｐ

７のように新しいコンテンツを出しているので、精度をあげるという意味も含めて情報

公開ができる場として HP を作ってみたいし、検討会も行ってはどうかということだと

思う。 
意見をいただいたように具体的なことがたくさん書いてある。これを見た感想でもい

いし、ここにはない希望もあると思うので、意見をお願いする。 
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（田中委員）今後特に気になるのが、新たな評価手法の検討内容である。瀬戸委員が以前

から提案されているように、水産生物を特定できる場合は理解しやすい。水産生物を特

定できない場合、下位の階層に着目するとある。これは、どういった場合が考えられる

のか。岡山県の海域の中で、例をあげると、かつて、ガザミ等のカニ類、クルマエビ等

のエビ類にとって良好な発生場所、育成場所であったが、大きな人工島が建設されたこ

とで完全に環境が悪化してしまった。５年くらいずっと港湾関係の事業でそこを調査し

てきた。ようやくゴールが見えてきて、作澪による流況改善、カキ殻による底質改良、

餌料培養礁の設置などにより新たな生態系の創出を目指している。 
目標はマクロベントスを増やすことである。しかし、マクロベントスを増やした結果、

どんな水産生物が増えるのかわからない。まさにそういった場合が該当するような気が

する。そこは幼稚仔保育場として機能するのは間違いないが、マクロベントスを増やし

て、どういった仔魚が集積されてどのような水産生物が増えるかわからない。それこそ、

短期的かもしれないが水産環境整備の目標になるのだろう。その後、長期的な目標との

関わりも含めて、組み立てていくことになる。このようにマクロベントスを増産目標と

することもあり得るので、新たな評価手法を含めてご検討いただければと思う。 
もう１つは、かつての文献を発掘して整理するのはありがたい。かつての青本（沿岸

漁場整備開発事業人工魚礁漁場造成計画指針）やオレンジ本（沿岸漁場整備開発事業施

設設計指針）などの計画指針・設計指針などに整理されているものがあるし、魚種ごと

に調べられているものが、他にもあったように思う。そういった古い文献の中には参考

になるのはたくさんあるので、漏れがないように発掘・整理していただいて最近の知見

をそれに載せていただければ、たいへん有用な資料になると思うのでよろしくお願いし

たい。 
（磯部座長）マクロベントスの話は、とても大事だし、他にも藻場・干潟も出てくるので、

海藻の被度やサンゴの定着など、そういったものが一つの指標になるのだろう。それが、

上位の複数種、特定種とどういった結びつきがあるのか、PDCA サイクルで検証を行っ

ていくことになると思う。生態系ピラミッドの上と下がどういった流れになっているの

かも、これから勉強していく必要がある。 
（生田委員）松田委員から冒頭紹介もあったが COP10 が先日開催されて、MPA の数値目

標が掲げられた。今後、議論が活発になってくると思うが、水産環境整備の中でどうい

うふうに位置づけるのか。例えば、産卵する漁場を整備する時に、産卵場所を保護する

ことが、MPA として位置づけられるのか、そういった方向もあるのか教えて頂きたい。 
（米山計画官）注目しているところであるが、COP10 で決まったことは漠とした全体の内

容までであり、今後具体的に動いていくことになると思う。その中で、水産環境との関

係はどうあるべきか、注視しながら対応していきたい。 
（磯部座長）検討会は今日で最後になる。特にこれから推進していく立場になる都道府県

から来ていただいている委員から、何かコメントをお願いしたい。 
（壽委員）大分県でも、全国的でも同様だと思うが、非常に漁業者が減ってきて、水産業

そのものが弱くなっている状況にある。水産に携わる我々にとっては、海・河川も含め

て、将来的に漁業に還元されることも含めて、海の環境を良い環境に保っていくことは、

非常に大きな役割だと思う。漁業者も含めて関係者が、海を守り育てていくことについ
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て HP 等を通じながら、国民に対して大いに宣伝していくことが必要だと思う。積極的

な PR をお願いしたい。 
（鉢呂委員）今後いろいろと評価の手法が開発されてくると思う。漁業者に対して、今ま

での対象生物の増加量を用いて、事業の良いことばかりを説明してきた。今後、新しい

考え方になったら漁場で整備を行ったら生態系ピラミッドのこの階層が増えますとい

ったところで漁師がきちんと理解できるのか。漁業者の理解を得て事業を進めなければ

ならないので、そういう面で難しい評価になってくるのではないかと思う。単純な貨幣

化で上の対象種の増産だけで説明できれば良いのだが、新しい評価になったら少なくと

も漁師から無駄遣いと言われないような説明の仕方が必要だと思う。意見交換の場の設

置も考えられているが、どの段階でどのレベルの説明ができるか頭を悩ませている。机

上で全体計画はできるが、実施計画の段階で個々の事前評価や目標を漁業者に説明して、

事業の理解を得るのは非常に難しいと感じている。考え方を理解してもらい、手順をし

っかりと踏まなければいけないと考えている。 
（生田委員）水産総合研究センターでは次の年から次期の５ヶ年計画が始まるので、何を

行うのか水産庁と議論している。その中で沿岸漁業というのが厳しい状況にあり、科学

技術を使って、なんとか回復できないか議論を行っている。その中で水産環境整備によ

り沿岸の資源回復対策として、海区水産研究所や水産工学研究所などと一緒に取り組ん

でいかなければと議論しており、水産環境整備の推進に関わって行ければと思っている。 
（瀬戸委員）２年間にわたって議論し、３本柱ができて、その具体的な内容がある程度見

えてきた。生態系に配慮して全体を底上げしていくといった流れは、今後ますます重要

視されるようになると思う。漁業は生態系の保全にとって問題点を持つ部分も認められ

るため、今後、水産環境整備を推進する中で、漁業そのものとの調整も必要になるのか

もしれない。水産政策を取り巻く様々な環境要因の変動性に順応しながら、水産環境整

備を推進してゆくためには、一挙に変化させていくのではなく、既存の施策とうまく連

続性を確保しながら、徐々に充実させていくことが重要になってくると思う。その辺を

よろしくお願いしたい。 
（松田委員）資料４のｐ１の図を拝見すると、この図だけを見ても日本の海岸線の大きな

割合を占めていて、水産環境整備を進めるのに心強い。同時に、その他の事業、例えば

国交省の海岸整備、農林の護岸を直すとか、いろんなことが同時に行われてくる。ここ

の議論の場から少しはみ出た議論になるかもしれないが、長期的に海に関わる事業をア

ピールして、出来る限り反映していくことを包括的にやらないとなかなか難しいのでは

ないかと思うのでよろしくお願いしたい。 
（磯部座長）検討会の２年目ということで、水産環境整備について議論を重ねてきたが、

一応、報告書がまとまる見通しができ、今後の展開についても具体的なものが出てきた。

議論からわかったことは、水産環境という環境基盤と、それから生物との結びつきが学

問的にもはっきり一対一の関係でわかっていないものが多いこと。ただ一方で、森を育

てるとカキが育つ、昆布が育つということについては誰も疑う人はいない。個人で行う

のは信念をもって１０年２０年やり続けることはできるが、組織として行うには説明を

しながら進めることが大事である。実際に今後の展開を進めながら、一方で水産環境基

盤の整備を具体的に行っていかなければならない。水産環境整備のモニタリングをしっ
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かり行って、社会に対しても、あるいは漁業者の人々や関係者の人々に対してもきちん

と説明をしていくことが大事になる。そこを詰めながら、そのために今後の展開で考え

られている HP の情報提供や交流会を行いながら、知恵と知識を集約することができて

いくといいなと思っている。 
私も含めて、皆さんも今後の展開について是非見守っていただきたいし、同時に是非

ご協力をお願いしたい。 
以上をもって、本検討会の議事は全て終了とさせていただき、昨年の検討会に加えて、

本年度も４回にわたって熱心な議論をいただいたことに感謝申し上げる。 

 
【挨拶】 
・橋本部長より挨拶 

（以 上） 


