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平成 22 年度第 3 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）7 月 27 日（火）10:00～12:00 
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 
 
（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 
 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た主な意見・提案 

  （２）モニタリング事例について 

  （３）水産環境整備の推進に向けて 

  （４）その他 

４．閉会 

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

 

資料 ５ 
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【議事１】 

・水産庁宇賀神計画課長より資料１、資料２－１に基づき説明。次に、田中委員より資料

２－２に基づき説明。 
（瀬戸委員）資料２－１ｐ２の香川県の藻場調査事例では、事業費が非常に高い。笠岡地

区で岡山県が実施している平成元年度からの調査費と一桁ぐらい違う。このような調査

を全国的に行っていくには金額的に難しいと思う。もう少し粗放的な手法があるのでは

ないか。例えば、環境省の自然環境保全基礎調査で各海域の藻場が何ヘクタールあるか

算出しているが、それと比較してどれくらい合っているのか、といった評価が必要では

ないか。これだけの金額を使うのであれば、明確な目的が必要である。例えば、磯焼け

対策であれば、植食動物とのバランスも同時に評価していく必要があるのではないか。

その辺を教えてほしい。 
岡山県の事例は、非常に綿密に腰を据えた調査を行っていると感じた。資料２－２ｐ

４の海洋牧場パイロット事業で、様々な施設を整備しているが、水産環境整備の点から

空間への観点から回遊経路、あるいは発育段階ごとの連続性等にどのように配慮して検

討しているのか。 
資料２－２ｐ１１で、遊漁者の影響が非常に問題であり、無視できないくらい釣獲圧

が高いとの話があった。ｐ９の検証の中で、増殖場、産卵場の効果を検証する時に、遊

漁や漁業者により漁獲されたものは、本来漁獲されなければその海域にいたものなので、

便益として考えていくべきではないかと感じる。そのあたりの評価の仕方を教えてほし

い。 
（米山計画官）香川県の調査について把握している範囲でコメントする。香川県の全域７

００ｋｍを調査しており、金額が高いということであるが、航空写真等の入手にはそれ

なりの費用がかかる。岡山県の場合は、自ら潜られているので、金額的には相当安く抑

えているのではないか。また、全域調査することの意義目的であるが、基本的に今後の

基礎調査になると考えている。藻場がどのくらい分布しているのか沿岸域を把握するこ

とで、様々な目標や使途が想定される。ご指摘のような生態系との関連の解明にも役立

つし、事業展開にも生かされると思う。基礎的な把握ということで多面的な活用を図っ

ていければと考えている。 
（磯部座長）この香川県の事例は、調査研究的な要素もあったかと思うので、今後ルーチ

ンワーク化した時に、どの程度費用がかかるのかという視点も重要である。このような

方法でかなり広域的に推定していくことが技術的にどのくらい簡易にできるのか、これ

から明らかにすべきであろう。 

（田中委員）魚礁施設の配置について、基本的な考え方を述べる。この海域における既存

の人工礁、天然礁、藻場等を活用しながら、対象生物の成長、成熟・産卵、季節変化に

伴う移動・回遊などの生態特性を念頭において、魚種及び発育段階ごとの生息場を整備

するものである。それぞれの生物が一生生息し得る漁場環境を構築するのが目的であり、

個々の生息場としての規模の拡大・機能の強化だけではなく、それぞれの連続性を確保

することを最重要視している。そういった意味で、物理学的・生物学的条件や海域特性

から、幼稚仔保育場、未成魚育成場、成魚生息場、親魚帯留礁などの海域設定を行い、

その移動経路を誘導帯留礁として補填強化する。幼稚仔保育場には、遊泳力が弱いステ



 

 3 

ージなので、渦流の発生域や静穏水域、浅場に設定する必要がある。未成魚育成場は幼

稚仔保育場に接した形で移動・定着しやすいようにしている。これまでの調査結果では、

狙い通りに、幼稚仔保育場から未成魚育成場に移動している。この整備は成功したと思

っている。詳細については、それぞれの生息状況の考え方を整理したものがある。後日、

お届けするので意見をいただければと思う。成魚生息場も３つぐらいに分けている。①

天然礁の機能を強化する。②天然礁の近傍に新たな成魚の生息空間を設ける。③資料２

－２ｐ４にある海洋牧場平面図中央の三角形の海域は、漁業者との協議で底曳き網の禁

止区域にしている。幼稚魚の保育場の赤四角の海域は全面禁漁。高島のすぐ下の紫四角

の海域も親魚保護のため完全な禁漁としている。ここは、日本のＭＰＡ（海洋保護区）

の実践的事例という評価をいただいている。元々の環境に合わせた形を基本としてその

機能を強化して補填している。 

遊漁の漁獲を便益に入れるべきではないかということについては、その通りだと思う。

対象魚種であるメバル・カサゴ・マダイだけで１８トン程度獲れている。他も含めると、

それなりの漁獲があがっている。しかし、この検証をしたのが平成１５、１６年で、遊

漁の実態調査を行ったのが平成１７年だったので、便益の算定には入れられなかった。 

（松田委員）遊漁の話に関連して、広い意味で漁業生産以外の漁獲である遊漁の便益も評

価したほうがいいと思う。国によっては、種苗放流をほとんどスポーツフィッシングの

ためにしている所もある。日本での鮎の種苗放流は、入漁料もとるが遊漁者がかなりの

対象であり、広い意味では国民に対しての便益である。漁業者にとっては問題かもしれ

ないが、広い意味での便益としてはカウントしたほうがいいと思う。 

（田中委員）今後、便益を算定する場合は、遊漁の部分も見るべきだと思う。そのために

これだけ大きい遊漁による釣獲量があるということを示した。その部分の取扱いとして、

一般的な便益としては絶対必要だと思うが、遊漁との調整もあるので、地元に効果とし

て返す場合は気をつけた扱いになると思う。 

（生田委員）栽培漁業では、Ｂ／Ｃの関係に遊漁の漁獲も効果に入れる方向で検討が進ん

でいると聞いている。種苗放流も税金で行っているので、国民へのサービスという観点

では、大きな貢献をしている。マダイについては神奈川県で協力金をとっている事例も

ある。そういう意味で遊漁をＢ／Ｃに入れるべきである。 

（磯部座長）田中委員から興味深い笠岡の事例紹介があった。資料２－２ｐ９に検証・評

価があり、何とか仔魚については実測で把握できている。そこから先は推定で行う。前

回も同じような趣旨の発言をしたが、これまで２０年間モニタリングを行ってきて、そ

の後の推定が妥当だったのかどうかの情報は得られているのか。 

（田中委員）資源特性値という資源数理学の分野になるが、そこまで深く踏み込んだ検証

はできていない。そういった部分をある程度、海域ごとに、学術的な資源特性値の精度

をあげていく作業が必要だと思う。是非とも大学や国の研究機関などで精度を高めてい

くようなことを考えていただきたい。 

（磯部座長）最後の漁獲量は年々変動するので、そこの断面では捉えにくいということが

あると思う。それでもフローの中では最終的に漁獲量の推定があって、そこの断面であ

る程度５年先１０年先でどのくらい得られたのか検証していくことが必要である。生活

史を全うし得る一定範囲を対象海域としており、それを評価しているので、with & 
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withoutの考え方から、もしこのままにしておいた場合、要するに事業の実施前にはど

のような環境だったかを把握されていたのかどうか。 

（田中委員）推定の範囲というのはもちろんある。この事業を実施する前は、幼稚仔保育

場にあたる部分の機能、そこに卵稚仔等が定着して育つ場所が不足していたことが一番

と、親魚について言えば、この海域は冬場にかなり水温が下がるのでマダイ等の地先定

住群はいなかった。それを深場に親魚帯留礁を設けて、成魚生息場を整備して地先定住

群が生まれた。幼稚仔保育場の強化で卵稚仔等が定着して生残率があがり、資源添加量

が増えて、産卵親魚が増えた。親魚が増えたことと、生息場を整備したことでそれによ

って生まれる卵稚仔の生残率が上がったと考えている。 

（壽委員）モニタリングを続けていくことを考えると、事業の中で、継続して行うのが一

番いいと思うが、長く継続していくとなるとなかなか難しい。笠岡地区では水産試験場

が中心で行っていると思われるが、漁業者の協力や周辺の調査を代替していくという方

法も考えられると思う。その場合、漁業者による漁獲調査や漁獲実態を主体的に集める

協議会を検討されているか。設置されているのであれば、状況を教えて欲しい。 

（田中委員）モニタリングについては、水産課の職員と水産試験場の職員が一緒になって、

自分達で現地に行って、潜水調査を行っている。お金はかからないが、マンパワーはか

かる。自分たちで見て触って行うことに意味がある。観察することと、海域の環境を肌

で感じるということが重要な作業だと思う。現在も、県庁水産課の担当職員を潜らせて

いる。漁業者も含めてという話があったが、とても大事なことだと思う。調査の際には、

漁業者に声をかけて来てもらい、一緒に行っている。それでは一部の漁業者に限定され

るので、年に１～２回漁業者を集めて報告会を開いている。海の中はこうなっているな

どの情報を共有し、その中で漁業者からも意見を聴いている。 

（磯部座長）本検討会のテーマである点から空間へ、生活史等について一つの模範的な事

例を紹介いただいた。 

 

【議題２】 

・水産庁宇賀神計画課長より資料３－１に基づき説明。 

（瀬戸委員）資料３－１ｐ１で、目標設定に「水産生物の生活史を踏まえて、生態系全体

の生産力を底上げする」とあり、その趣旨でｐ４まで資料を作成していると思う。水産

環境整備には、大きく３本柱がある。最後の柱は、「資源・環境変動への対応」という

ことで、管理に入ってくる。残りの二つは、目標設定の文章に入っていると言えば入っ

ているが、一つは「環境基盤の重視（底上げ）」、もう一つはネットワーク、発育段階ご

との連続性を確保するという「点から空間へ」という部分である。 

それぞれについて説明したほうがいいと思う。 

資料３－１は、前者の「環境基盤の底上げ」ということで書かれていると思う。そう

みるとｐ３にエルトンの生態系ピラミッドのような図がでているが、生態系モデルに準

じて効果を貨幣化していくように見える。生態系モデルに使用される様々なパラメータ

は、まだまだ不確定で研究段階である。ある一つの階層の中の生物間相互作用（研究が

緒についたばかり）が重要だと主張されている研究者も少なくない。研究的要素が強い

もので貨幣化していくのは困難ではないか。本事業は仮説検証型ということで、仮説を
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立てて効果を予測し、妥当性を検証する必要があるが、生態系モデルでこれらを実施す

ることは、現段階では難しいと思う。 

そこで、便益の算定について考えを述べたい。ＰＤＣＡサイクルで仮説検証型の事業

を行う時には、便益を算定する箇所が計画（P）時の効果予測と効果検証（C）の２箇所

ある。この二つについて若干便益の考え方が違うので分けて説明する。 

【効果予測】 

効果の予測については、大きく二つの柱があるといえる。一つは水産対象種が特定で

きる場合で、これまでの事業と同じように評価ができる場合と読み替えることができる。

もう一つは特定できない場合である。すなわち、生態系ピラミッドの底辺の部分で、環

境基盤の底上げを実施した成果として、上位の階層に出現する水産対象種を予測するこ

とが難しい場合である。 

まず、水産対象種が特定できる場合は、これまでと同じような便益の算定をしていく

ことになると思う。この中では、３本柱の「環境変動への対応」というものをきちんと

反映していかなければならない。環境が変動して環境条件が変わると当初の目的が達成

できなくなる場合もあるだろう。環境変動に応じて、事業の実施期間や便益の積算期間

を決めていかなければならない。浅場は人為的な環境改変を受けていることもあるし、

物理的にも厳しい場所でもあるので、変動スケールが短くて、便益期間も短めになる。

もう少し深場で魚礁漁場の場合は、現行事業との連続性にも配慮して、最大３０年程度

の便益期間となる。最後に水産庁が最近始めたフロンティア漁場整備はもう少し沖合域

なので、もう少し長い便益期間の中で考えていくべきではないか。このように環境変動

に応じて便益を評価していく必要があるのではないか。 

それから、水産資源の枯渇リスクを前提として便益を算定することができないかの議

論も必要だと思う。例えば、事業の便益期間内に水産物の価格が高騰する可能性がある。

価格が高騰するリスクを回避するために、水産環境整備を実施していくという考え方で

あれば、Ｂ／Ｃの便益が高くなる。海岸構造物などの場合は、極値統計理論に基づいて

５０年確率波などを前提として整備が実施されている。同様に今後枯渇によって食糧難

が起こった場合の単価の変動性を加味して考えることもできるかもしれない。 

もう一つは、水産対象種が特定できない場合である。資料３－１の考え方と共通して

くる。水産対象種が特定できないので、水産対象種の価格から便益を算定することがで

きない。その代わりに、水産物を安全に安定的に供給することが国民的な理解として受

け入れられるのではないかといった前提のもとで、食糧の安全保障対策費のような便益

性にとらわれない予算枠をつくる。しかしながら、何でも実施していいのかということ

になってしまうので、資料３－１にもあるとおり、例えば、餌料培養礁とか増殖礁の整

備で出てきたベントスなどの餌料を仮に人工で作った場合と比較して、経済性を評価し

たり、人工湧昇流構造物では、栄養塩類が有光層まであがってくる総量と、仮に人間が

同じように栄養塩類を海中に散布した場合とを比較して、どちらが合理性があるか経済

性があるかといった検討を行うことが重要ではないか。 

ここまでが、計画段階での事前評価、効果予測ということになる。 

【効果検証】 
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もう一つ評価ということで、期中の効果検証がある。対象

種を特定できない場合は、事前評価における効果（餌生物や

栄養塩類など）がきちんと発現しているかどうか評価すれば

よい。 

対象種が特定できる場合の評価について考えを述べる。水

産環境整備で形成される生息環境空間の概念図を右図に示す。

横軸は栄養条件とあるが、餌生物量や栄養段階であり、空間

条件は流動や基質、水質といった水産対象種の好適生息条件

である。生息環境空間の整備は、栄養条件と空間条件からな

る四角の点線の枠で囲まれたニッチ（生態学的な地位）を形

成することに相当する。ニッチを造成すれば水産対象種以外の生態学的同位種も増える

可能性があり、逆に、水産対象種だけが増殖するニッチ空間をつくることは非現実的で

ある。図中の枠で囲まれたニッチ空間をつくることが水産環境整備の実態であるならば、

対象種以外でニッチ空間を占有している生物も対象種と見なした上で、いわゆる水産対

象種に対するニッチ空間の環境収容力の形成効果のような形で水産環境整備の効果を

評価し、貨幣化するということが重要ではないか。同じような考え方であるが、産卵礁

や増殖礁の場合には、周辺海域で漁獲や釣獲、遊漁から獲られた親魚から生まれるはず

の卵や仔魚も造成効果として評価する必要がある。これまでの便益算定は実態とかけ離

れた厳しい条件の評価となっていたのではないか。 

（松田委員）瀬戸委員の図は、水産環境整備の概念をよく整理しているように思う。Ｘ軸

が栄養条件、縦軸が空間条件である。この図ではＸＹで決まる地点に、主にどういう生

物種が適しているかということが書いていると思う。漁場整備する前の環境と整備後に

どういう環境ができるか、あるいはどういう環境を目指すかという指標、整備前と整備

後の特徴の評価にも使える気がする。整備前にはＸＹ軸の座標軸が示されて、今度どう

するのか、それを違う地点に移動すると表せば、当然そこに生息する生物相も変わって

くる。そういう考えを整理する上でも重要なアイデアであると思う。 

（磯部座長）いずれ定量的な評価が求められることになる。資料３－１ｐ３に貨幣化する

方向がいくつか示されており、最後に組み合わせて総合的に評価となっている。瀬戸委

員からの意見・提案を含めると、どこかの断面で評価を定量化するという考え方が整理

されないといけない。松田委員からベントスが重要であると前回話があったが、餌料生

物とある断面で効果を定量的に図るのも一つの方法だと思う。別の言い方をすれば、階

層がいくつかあるものを、全部足してしまうと、ダブルカウントあるいはトリプルカウ

ントになるという問題がある。簡単に整理すると、最終的に対象種の魚類全体をつかめ

れば、それはそれで全体を評価したことになるし、一番下の環境基盤のところを評価す

れば、それはそれで評価したことになる。下に行けば行くほど短期的に定量的に評価し

やすいが、上に行けば行くほど、実効的な評価になるけれども、年変動が大きく、また

事業に対する時間的な遅れなども出てくる。その辺を整理すべきだと思う。 

（松田委員）資料３－１ｐ４のマクロベントスを指標とする貨幣化のイメージのところで、

これは主に生物の餌や一種の食物連鎖の底辺部分に着目した考え方で表現されている

が、マクロベントスの中にはナマコやアサリなどそれ自身が漁獲対象となるものもある。

栄養条件 

空
間 
条 
件 

対象 
種 

新たなニッチ 

 対象種とニッチの関係 
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瀬戸委員の説明にあったキーストーン種が特定される場合とできない場合があるが、資

料３－１ｐ４の整理は対象生物が特定できない場合ではないか。そうすると、少し分か

りやすくなるのではないか。 

（生田委員）マクロベントスの場合、人工餌料の代替として捉えられているが、それ以外

にも水質浄化機能を持つものや有機物を除去するものなど、いろいろな機能をもった集

合体であると考えると、量よりも組成みたいなもので環境を評価していくということも

重要なのではないかと思う。 

【議題３】 

・水産庁宇賀神計画課長より資料３－２に基づき説明。 

（瀬戸委員）目次の部分について、Ⅰ．１の所は去年の流れを受けている。もし可能なら

ば、Ⅰ．２とⅠ．３について、背景があって、新たな視点が出てきて、そして水産環境

整備の基本方針が決まったという順番であれば、Ⅰ．２とⅠ．３が逆のほうがいいので

はないか。 

Ⅰ．４（１）は事業の流れとなっているが、実は水産環境整備の心臓部で、水産環境

整備はこういうものだということが書かれているので、Ⅰ．４（１）にせずにⅡにして、

例えば、事業体系として、水産環境整備はどういう事業なのかということを特出しして

記載したほうがいいのではないか。事業体系の中に、またいくつか項目が入ってくると

思う。 

事業体系の１番目としてはその事業を反映するような項目名になるのではないか。例

えば、仮説検証型やＰＤＣＡサイクルや順応的な管理などが該当する。仮説検証型やＰ

ＤＣＡサイクルは事業を実施していくための手法であり、前者の二つの手法を用いて実

施される順応的管理が、三者の中では一番妥当であるが、これまで順応的管理はいろい

ろな所（例えば資源管理など）で使われている。水産環境整備は、管理より一歩先にで

て積極的に環境を創造していくという意味を含めると、「自立更新型の環境整備」とか

「自立的な環境創造」などが考えられる。実施しながら仮説検証し、新たな技術が見つ

かればまた更新して、整備に活かしていくという事業体系として一番目の項目名になる

のではないか。その項目の中には仮説検証プロセスの導入であるとか環境変動に応じた

事業展開などの説明が入ってくるのではないか。 

事業体系の２番目の項目としては、生息環境空間の設計手順など技術的な内容が入っ

てくるのではないか。 

３番目は、当初の目次にもあるが新たな効果と便益が入ってくる。 

４番目としては、これが重要であると思うが、国と地方の役割。 

という形で、事業体系としてどのような事業なのかというものをⅡという章で説明す

べきではないか。 

それから章目（Ⅲ）は、実施要領として、当初の目次Ⅱの計画策定とⅢの実施手順な

どＰＤＣＡサイクルに関わる対象範囲や目標設定、整備内容、モニタリング、検証と評

価、連携を入れればいいのではないか。 

Ⅳの今後の制度設計と研究開発は、このような形が適切だと思う。あえてその中に項

目を作るのであれば、水産環境整備の適応限界、現時点における水産環境整備の事業と

しての限界性を位置付けておく必要がある。もう一つは試験研究機関の役割。やはり水
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産環境整備は仮説検証型なので、試験研究機関がもっと協力していく必要がある。役割

を最後のところにきちんと位置付ける必要がある。 

（松田委員）資料１ｐ４のモニタリングに、多くの委員から事業終了後のモニタリングが

必要であるとの意見が出されている。その対応方針としては、現行は、事業の中では事

業期間中のモニタリングは可能である。逆に言えば、事業終了するとなかなか難しいと

書かれている。これを踏まえて、可能な事業制度となるように、資料３－２の一番最後

に組み込んでいこうということであるが、資料３－２ｐ１１の実施手順の中で、１がモ

ニタリング、２が検証と評価とある。モニタリングは別のプロセスという仕分けで組み

立てられているが、最後の制度設計の所では、簡単に言うと、モニタリングというと予

算がつきにくいが、評価ということであれば国の予算でも追跡評価は予算がついている

のもある。制度設計の事後の部分は、モニタリングと言わずに評価というカテゴリの中

で制度設計すればいいのではないかと思う。この組み立ての中でｐ１１～１２でモニタ

リングと評価は違う項目になっている。制度設計での事後のモニタリングを実現するた

めに、評価のカテゴリの中に位置づけた方がよいと思う。 

（生田委員）ｐ７目標設定のところで、長期的な目標と短期的な目標が書かれている。非

常に納得するものであるが、短期的で定量的な目標を設定する段階で、「点から空間へ」

というネットワークや生活史を踏まえると、短期的な目標の設定の仕方に齟齬がないこ

とが重要だと思う。ここで、検証が可能となるよう工夫すると書いてあるが、この書き

方が短期的な目標を達成するための指標としての検証なのか、それとも長期的な最終的

な資源の底上げの目標に対して適切な指標なのか、少しあいまいな書き方になっている

ので、明確にしたほうが良い。 

ｐ１４の制度設計と研究開発であるが、試験研究機関は水産基盤の研究だけではなく、

沿岸の生態系研究や沿岸の資源の研究など幅広く行っている。我々の反省点の一つとし

て、今まであまり連携は良くなかったことがある。資源は資源、水産基盤は水産基盤。

同じような領域をお互いにやっているが、なかなか連携がない。例えば、指標の設定で

あるとか、効果の判定のところで、生態系の研究成果が重要になってくる。そうした連

携にも触れていただきたい。 

（瀬戸委員）目次の中にＰＤＣＡサイクルの改善Ａ（アクション）の部分があまり見えな

い。当然フィードバックをかけて、次に反映させるということがどこかにあると思うが、

ＰＤＣＡで実施するのであれば、ＰＤＣＡがそれぞれがわかるようにまとめてほしい。 

（磯部座長）ＰＤＣＡサイクルにあてはめて考えると、今日の目次のⅡの計画策定全体が

Ｐ（プラン）の部分であって、これ自体は事業を実施するとなると事業計画を立てるこ

とになる。その中には、対象範囲、目標設定、整備内容、モニタリングの計画も立てな

ければならない。そして、それらを連携して実施するということで、これら全体でプラ

ンとなっている。次のＤＣＡは、Ⅲの実施手順に相当していて、その中には事業を実施

し、モニタリングをし、評価もする。瀬戸委員から指摘のあった、Ａ（アクション）が

見えない部分があって、ここでは順応的という言葉で出ているような、実施したその結

果、柔軟に改善をしながら進める、という言葉が入るべきであると思う。この辺が弱い

のではないか。私のように大学に所属していると、仮説検証型はなじみがあるし、しっ

くりくる言葉であるが、事業を行う時に、試験的な事業であれば、仮説検証型で合うの
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かもしれないが、本格的な事業として実施する時に、仮説検証型の言葉自体のイメージ

が合うのか。順応的という言葉がキーワードであれば、「順応的水産環境整備」とか、

あるいは「順応的生活モデル」に基づいたとか、実態は変わらないものの、仮説という

言葉自体が暫定的、本格的ではないイメージを与える。その辺の言葉を事務局にも考え

ていただきたいし、委員の方々もいい表現・言い方があれば、ご提案いただきたい。 

もう一つ評価で気になるのが、ある断面と表現したが、ここのピラミッドの図は、最

後は全部漁獲高、漁業に結びつく。最後の目標は、実はそれだけではなく、海域の環境

が入ってくる。ある断面で評価した時に、定量的な評価は難しいかもしれないが、対象

種の漁獲にならない他の所にも結びついた部分が存在するということを強調したほう

がいいと思う。 

（松田委員）仮説検証型の表現について、従来の漁場整備でも、ある仮説に基づいてこの

魚礁を作ったら魚が集まるのではないかということで整備してきたと思うが、効果など

を長期的に検証する部分が欠けていたのではないか。少し悪い表現かもしれないが、や

りっぱなしだったということもあったと思う。それに対して、新しい水産環境整備とい

うことで、もちろん仮説には基づいているが、今までなかった部分を強調するのであれ

ば、「検証評価型」という表現でもいいのではないか。確かに、仮説というと仮説の段

階では本当かどうかがわからないので大きな事業に使えないということになりかねな

い。そういう意味では、従来欠けていた部分で、その部分を的確に表現にしたほうがい

いのではないか。 

（壽委員）水産環境整備という新しい方向性を打ち出していく中で、モニタリングの項目

の中に多面的な機能も含まれていると思うが、具体的に水産環境整備が国民生活に重要

だと伝わるような部分も含めていただければと思う。林業の場合は、各県で森林環境税

という税金があり、県民が出すことで森林の重要性が認識されている面もある。そのよ

うな状況の中で、水産環境整備において、その中に入れにくいかもしれないが、国民が

負担する部分もこの先考えていけるような記述があったほうがいいと思う。 

（瀬戸委員）仮説検証型という言葉について、事業として予算を確保する場合、仮説であ

ったら間違うかもしれないということで、難しい部分もある。一方で、仮説検証型は生

態学の基本的な研究スタイルである。最後のところの研究機関と連携していくという意

味では、研究者も受け入れやすいと思う。大きな項目の中に仮説検証型とあると、いろ

いろと矛盾が生じてくる可能性があるならば、もう少し小さい項目、あるいは文章の中

に仮説検証プロセスなどを入れたほうがよいのではないか。 

（松田委員）瀬戸委員から全体の構成の中で自立更新型という言葉が使われていた。それ

はコミュニティとか地域というイメージか。 

（瀬戸委員）新たな技術が出てきたら、新たに更新するということ。 

（松田委員）水産環境整備のハード事業を行う時に、広い藻場を作る計画で、いきなり全

面積の藻場を造成するのか、よく研究してポイントになる所に小さな藻場を造成し、１

０年後に全体に広がるという手法とするのか。後者のほうが、生態系の力を利用してお

り、自然に調和していると思う。瀬戸委員の自立更新型を解釈すると、水産環境整備を

いきなり力ずくで行うよりか、生態系の仕組みや環境の動態を試験研究機関と連携して

上手に利用することであり、それを将来できたらいいと思う。 
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（瀬戸委員）先ほどの自立更新型は、自立更新性という水産資源の特性があり、環境収容

力に応じて、若干資源が減少してももとに戻るという本特性がうまく機能するように水

産環境整備を実施しているようなイメージを事業の中に反映できるようなネーミング

になれば良いと思う。 

（磯部座長）生田委員から、短期的な目標をネットワークに齟齬がないように発言があっ

たが、ｐ７の生活史の図化の項目に、この海域において、どのような生活史があって、

どこがボトルネックになっているのか、その具体的な課題の抽出がなされる。それによ

って、２の目標設定で、ネットワークを踏まえるということがきちっとわかるように書

いてくださいということ。そこからブレイクダウンした時に、短期的な目標がでてきて、

ネットワークと齟齬が無いように整合した形になることがわかるように修正すれば良

いと思う。 

（田中委員）生活史の図化は対象生物ありきの話である。実際に計画も策定する側から考

えると、生活史の図化は対象生物を決めて、その対象生物がどういう生活史かというこ

とになる。それ以前に、その海域の生態系の構造がどうなっているか、生態系の構造の

把握や予測の段階はいらないのかという気がする。 

（磯部座長）（２）の基本情報の整理の中で、生態系の観点からきちんと調べて下さいとい

うことになる。 

（田中委員）視点として明確にしないとあやふやになってしまう。 

（磯部座長）前回までの議論にあるとおり、生活史と言ってしまうと有用魚種だけに着目

されがちであるが、その前に商用・非商用を併せて生態系を見なければいけない。（２）

基本情報の段階できちんとやって下さいということになると思う。 

（米山計画官）仮説検証の言葉については、研究の立場からいろいろ意見をいただいたの

で、出来れば事業主体の方からもコメントを頂きたい。それを踏まえて構成内容を検討

したい。 

（田中委員）事業主体の立場として、海相手なので、これまでのように結果ありきではな

かなか難しい。仮説を立ててそれに向かって検証しながら進めて行く形を一番の基本に

おいていただくことを期待している。仮説という言葉に議論があると思うが、第３者か

ら見てもわかりやすいような、しかし、仮説検証型の本筋は絶対にぶれないような形に

すべきである。 

（壽委員）田中委員と同様に、考え方はこのような形で進めて行くのがいいと思う。ネー

ミングについては、もう少し検討したい。事業実施する時に、いろいろ相談しながら進

めていきたいと思う。 

（鉢呂委員）評価の作業部会でこれから議論されるとのことであるが、各階層において貨

幣化は事業を具体的に評価するには必要なこと。最終的には、そこを利用される漁業者

の漁業活動に影響する部分とか、共同漁業権の中で事業を行うこともあり、結果として

漁業者の便益を明確にお知らせして、事業を進めなければならない。漁業者の理解の中

で環境を改善することになるので、漁業者にわかりやすい言葉にならなければ事業は進

まないと思う。 

（田中委員）前回ご質問をいただいたカキ殻の効果がどれくらい持続するのかについて述

べる。今実証試験を行って継続調査をしているが、まだ数年しか経過していないので、



 

 11 

どれくらいもつか考えるとき、過去に堆積しているものを掘り返していくしかない。 

その前に、カキ殻そのものの性質を申し上げる。カキ殻は、炭酸カルシウムが主成分

で、コンキオリンという有機物によるハニカム構造（蜂の巣構造）で安定したものとな

っている。接触酸化剤に使われているが、酸性になると溶け出す性質がある。しかしな

がら海水中では緩衝作用が強いので、化学的に安定している。貝塚で見られるように地

層には貝殻だけの層がたくさん残っている。一方で酸性が中和して他の有機物も多く残

っており、非常に長い年月残っていることは周知のことである。 

岡山県東備海域ではカキ養殖が盛んである。簡易垂下式養殖や不法投棄していた場所

で、少なくとも３０年以上経過したカキ殻層が残っている。そういった場所で、藻場が

安定して繁茂して残っていたことから、カキ殻をアマモの底質改良材、アンカー材とし

て使っている。カキ殻が底質改良材としてどのくらい持つかを考えると、シルト層に混

在するようにまばらな状態では、流出や埋没する場合がある。波当たりの強い所だと、

物理的な摩擦によりなくなる、あるいは粉砕されてなくなる。数１０ｃｍの層状になる

所は少なくとも、３０年以上安定して維持されている。環境によって違うが、数１０ｃ

ｍの層状になっているところは安定して形状が維持されている。最近実証試験に使って

いるのは５０ｃｍ程度の層で、その経過を観察している。 

 

・水産庁宇賀神計画課長より資料３－３に基づき説明。 

（磯部座長）本日の議論を踏まえてもう一度とりまとめて、都道府県に意見照会。本日ネ

ーミングについて議論したので、後で気づいた点があったら事務局へ伝えていただきた

い。 
 
（司会）次回は 11 月頃の開催を予定。 
 

（以 上） 


