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１．現状と課題 

（１）情勢の変化 

我が国の漁業生産量はピーク時の約半分にまで減少しており、比較

的安定している沿岸漁業についてもわずかながら減少傾向にある。ま

た、資源の水準をみると、資源評価を実施している魚種の約半分が低

位水準にある。 

漁場を取り巻く情勢は変化しており、沿岸域の開発や磯焼け等の大

規模な環境変化により産卵・育成の場となる藻場・干潟の大幅な減少

がみられ、閉鎖性水域では水質の改善は図られつつあるものの、夏季

に底層付近において貧酸素水塊が発生したり、湾奥部において底質の

悪化が進む水域が見られるなど、依然として環境面の課題が山積して

いる。 
さらに、近年は、海水温の上昇など海洋環境の変化が各地で報告さ

れるなど、世界的な気象変動の影響が懸念されている。 
また、海洋基本計画や第三次生物多様性国家戦略等の策定を踏まえ、

海洋・沿岸域における総合的な管理や生物多様性の保全等の方向性に

即した取組の強力な推進が求められている。 

（２）これまでの漁場整備 

江戸時代を越えて歴史をさかのぼることができる魚礁、増殖場等の

漁場整備は、昭和５１年度から長期計画に基づく公共事業として本格

的に実施され、沿岸漁業生産の下支えに一定の役割を果たしてきたが、

これまでの整備は次のような課題を抱えている。 
① 水産生物の動態、生活史への配慮が不十分 
② 海域が有する環境収容力の知見が不十分 
③ 環境や資源の変動を踏まえた整備の柔軟性が不十分 
また、漁場整備で主体的な役割を担ってきた地方公共団体の財政状

況の悪化、漁場の利用や管理を担う漁業者の減少や高齢化も進んでい

る。 
このような漁場整備を巡る情勢の変化を踏まえ、最新の知見や情報

を収集して、より広域的・俯瞰的な視点を取り入れた実効性の高い整

備へと転換を図る必要がある。 
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２．水産環境整備の方向性 

水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・回復が図られるよう、

現行の整備手法を見直し、新たな「水産環境整備」として、生態系全

体の生産力の底上げをめざし、水産生物の動態、生活史に対応した良

好な生息環境空間を創出する整備を推進するべきである。 
水産環境整備を具現化していくために、「環境基盤の重視」及び「点

から空間へ」の視点を軸に計画や制度を検討する。さらに、資源や環

境の変動を踏まえた柔軟な整備・維持管理とそれに必要なモニタリン

グの充実を図る。 
 

３．新たな視点と展開手法 

（１）環境基盤の重視 

有用な水産生物のみを都合よく増やすことは生態系の観点から非現実

的であり、環境を重視する視点から基盤を整備し、生態系全体の生産力

の底上げをめざしていく。具体的には、物質循環の把握に努め、藻場・

干潟・サンゴ礁の保全・造成を図り、浅海域における水産生物の生産性

や環境収容力を向上させるとともに、貝殻・間伐材活用等の資源の有効

活用等を積極的に推進する。沖合域においては、湧昇流漁場の整備など

新たな環境創出による生産力の底上げを図る。 

① 物質循環の把握と正常化 
森・川・海の密接な関連に注目し、里海の視点からみた適切な栄養塩

レベルの確保や貧酸素水塊の発生の抑制が重要であるほか、河川からの

土砂流入が干潟の維持管理に多大な影響を与えることも考慮する必要が

あり、空間における水質、栄養塩、流動、漂砂、底質等の物質循環の適

切な把握とその正常化に努める。 

②藻場・干潟の保全・造成及び底質改善の推進 

藻場・干潟は大幅に減少しており、水産環境整備においても、全国的

な減少傾向に歯止めをかけるべく、飛躍的に回復しなければならない。

同時に、覆砂等により浅海域における底質の改善も進める。 

③資源の有効活用等の推進 
間伐材や貝殻等を活用した餌料培養型の魚礁整備の促進を図るとと

もに、既存魚礁の再生を図り、さらに漁港等の海域に設置された構造物

を環境基盤として捉え直すことにより、浅場・藻場の造成や幼稚魚育成
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空間の創出等を推進する。 

④沖合域における湧昇流漁場等の整備 
沖合域については、底層からの栄養塩の供給を通じて、水域全体の生

産力の底上げを図るため、湧昇流漁場等の整備を推進する。 
 

（２）点から空間へ 

 良好な生息環境を創出するため、これまでの「点」的な整備から、対

象とする水産生物の集団としての空間の広がり、成長段階ごとに利用さ

れる生息環境の連続性を踏まえた生息環境空間として整備の対象範囲を

捉え直す。 
水産生物の多くは、複数の離れた場所に集団が生息し相互に関連し合

いながら総体としての資源を維持しており、こうした水産生物を中心と

して多様な生物、栄養塩の循環などの生息環境要因から海洋・沿岸域に

おける生態系が構築されている。こうした生態系を踏まえ、複数種類の

水産生物を対象にそれぞれの集団間の結びつきや移動・回遊等の動態を

念頭において、藻場・干潟、魚礁等の複合的な生息環境空間を整える。

整備の対象範囲には、漁港、海岸等の海域に設置された構造物やカキ筏

等の養殖施設を生息空間の一要素として評価することも重要である。 
沖合域については、資源回復計画等と整合を図りつつ、造成適地を慎

重に選定することが望ましい。 
 

（３）資源・環境変動への対応 

  資源や環境及び漁場利用の形態は常に変動するため、計画段階ですべ
てを把握することは困難である。従って、資源や環境の変動を踏まえつ

つ、良好な状態を維持・保全していくための柔軟な整備・管理を行うと

ともに、必要なモニタリングの充実を図る。 
 維持管理については、行政、漁業者、NPO 法人等の関係者がそれぞれ
連携して適切に行う必要がある。特に藻場・干潟等を保全するための環

境・生態系保全活動などにおいて漁業者の役割は重要である。 
 また、生息環境空間を実験生態系フィールドと捉えて新たな技術開発

や実証実験の場として活用を図り、まとめられた要素技術を再び現場に

フィードバックするという事業体系を構築する。その際、多様な主体が

活用できるガイドラインを作成するなど、その普及に努めていくことも

必要である。 
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４．水産環境整備の推進に向けて 

水産環境整備をどのような体制で進めていくかは重要である。水産環

境整備として広域的な空間を捉えるにあたり、専門的な知見とノウハウ

を有する都道府県が、試験研究機関の協力を得て主体的な役割を担うこ

とが重要である。また、対象範囲が複数の都道府県におよぶ場合は、国

が適切に関与して円滑な調整を図っていくことも必要である。このよう

な体制の下で、水産環境のモニタリングの維持・体制強化、事業評価に

必要なデータの収集・整理などを着実に行う。 

また、水産基盤整備事業を巡る情勢を勘案しつつ、資源管理、栽培漁

業等の水産関係施策との連携を図るとともに、物質循環や生態系への配

慮の観点から河川、港湾、海岸等の関係公共施策との技術協力や連携等

を推進していく必要がある。 
事業評価については、環境便益として従来の貨幣換算とは異なる環境

を重視した考え方の導入などを検討するとともに、個別地区だけでなく

広域的・全国的な整備効果を把握する。 
さらに、水産環境整備を推進する上で、その役割や効果などについて、

わかりやすい説明等により国民的な理解の醸成を図る必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の補足説明） 

・ 「動態」：一般的には「動く状態、変動している状態」を示すが、ここでは、水

産生物の個体・個体群としての動き、複数種で構成される群集としての動き、

群集間関係の動きなど幅広く捉える視点として使用している 

・ 「環境収容力」：海域ごとに、そこに継続的に存在できる生物の最大量 

・ 「生息環境空間」：水産生物を中心に物質循環を含めた生息環境 

・ 「湧昇流漁場」：栄養塩豊富な底層水が光の届く表層に上昇して、海域の生産力・

魚介類が増大する漁場 
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（参考１） 

 １ 検討会の趣旨 

平成１９年度から新たな水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画に基づ

き、水産物供給システムの基盤の構築を目指して総合的かつ計画的に事業を

実施している。 

しかしながら、我が国水産資源の水準が低位で推移する中、地先海域では

単一の地方公共団体による地先増殖場の造成など限定的な整備にとどまっ

ており、現行の整備手法では、厳しい水産資源水準を早急に改善できる見通

しを立てることが困難な状況にある。 

このことから、我が国の水産資源の回復・増大とともに豊かな生態系の維

持が図られるよう「海洋・沿岸域における水産環境整備のあり方検討会」を

設置し、幅広い分野の有識者・行政関係者による新たな視点からの議論を行

うこととした。 

 

 ２ 検討会委員名簿 

◎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        

  （◎座長、○座長代理） 

   

３ 検討経緯 

時  期 主な検討事項 

（第１回）  

平成 21 年 6 月 1 日（月）

・ 漁場整備の現状と課題 

・ 水産環境整備のあり方について 

（第 2 回）  

平成 21 年 7 月 2 日（木）

・ 北海道、岡山県、大分県における取組

と課題 

・ 論点整理 

（第 3 回） 

平成 21 年 7 月 30 日（木）

・ 中間とりまとめ（案） 
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（参考２） 

検討会で議論された具体的な検討項目 

 

（１）環境基盤の重視 

・ 生態系全体の資源量や基礎生産力の向上について定量的な評価 

・ CO2 固定効果等の間接的な効果評価 

① 物質循環の把握・正常化 
・ 珪素を含む栄養塩のフラックス調査研究 

② 藻場・干潟の保全・造成及び底質改善の推進 
・ 自然の営みの中で修復が進む「きっかけ」を付与する整備 

・ これまでの経験から生活史や環境の変化を踏まえた造成適地の選定、藻

場の種類やその組合せ、密度や造成面積、流動場の制御等の知見の集約 

・ 人為的な播種等ソフト方策 

・ 干潟における保全方法等の技術開発 

・ 貝殻を活用した底質改良技術 

③ 資源の有効活用の推進 
・ カキ筏の海中ろ過機能や音響給餌ブイのロープの魚礁機能の評価 

・ 既存の漁場施設間の連続性の確保等による機能向上方策 

・ 漁港、海岸等の海域に設置された構造物、遊休した車エビ養殖場等を

生息空間として活用手法の開発 

④ 沖合域における湧昇流漁場等の整備 
・ 沖合大水深域における大水深特有の調査や湧昇流等の技術開発 

 

（２）点から空間へ 

・ 播磨灘などの複数都道府県にまたがる空間の設定手法 

・ 魚礁ブロックの４段以上の乱積みによる生息空間の効果的な創出 

 

（３）資源・環境変動への対応 

・ 藻場造成における栄養塩添加手法の開発 

・ 粗放的な藻場造成方法の開発 

 

その他 
漁業者数が減少する一方で、遊漁者による漁獲量が相当量を占める地域・

魚種については、適切な利用のルールや管理等を行う必要がある。 

 

 



○沿岸漁業の推移

○資源状況の低迷

低位, 42

中位, 28

高位, 14
高位

14系群

中位
28系群

低位
42系群

主な魚種・系群

スケトウダラ(日本海北部系群、太平洋系群） 等

マサバ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

マイワシ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

42系群43系群低位

スルメイカ（冬季発生系群） 等

ズワイガニ（太平洋北部系群）、

マアジ(太平洋系群、対馬暖流系群）、

28系群32系群中位

スルメイカ（秋季発生系群） 等

ゴマサバ(太平洋系群、東シナ海系群）、

サンマ（太平洋北西部系群）、

14系群15系群高位

平成20年度平成19年度資源水準

出典：水産白書（平成19年度）
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○磯焼けの現状

○藻場・干潟の減少

（参考３）
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都道府県ごとの
藻場の衰退に
関して想定された要因




