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沖合漁場整備の政策的意義と技術的課題

中村 隆1*・岡 貞行1・山本竜太郎I

柳瀬知之1 ・浅川典敬2・中川良文3

The Political Meaning and the Technical Issues on 

Development of 0妊shoreArtificial Fishing Grounds 
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Abstract 
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The situation which surrounds fisheries， such as deterioration of marine resources and the global 

shortage of marine products is getting worse. Recovery of the marine resources in the ocean， especially 

offshore area has been the urgent subject in ]apan. For this reason， Fisheries Agency revised the Law of 

Fishing Ports and Fishing Ground， and founded the system which government oneself performed五shing

ground development program in 2007. 

In this paper， the authors explain the political meaning of the program as well as the plan and the 

effect of the project which is done as a first in the western part of ]apan Sea. In addition， the authors 

describe future expectation of the program while the subject when the authors promote the program is 

arranged 

1 .水産業を取り巻く現状

昨今の水産業を取り巻く現状は，水産資源、の悪化，世

界的な水産物需給の逼迫等，主主々厳しい状況となってい

る。国連の推計によれば，世界人口は増え続け2030年に

は81億人に達すると見られている。また， FAOの推計

による世界の水産物供給量は今後頭打ちであり，世界的

な水産物需給の逼迫の恐れが懸念されている (Fig.l)。

さらに，中国の経済成長や欧米での食の安全性の関心の

2008年2月8日受付， 2008年2月20日受理

高まり等により，近年世界各国で水産物需要は増加して

おり，海外市場で他国との購入競争に敗れる，いわゆる

「買い負け」も発生している。

一方，我が国漁業の現状は，多くの魚種で資源水準が

低位にあり，漁業生産量は減少の一途をたどっている。

特に，我が回全体の約 4曾jを占める沖合漁業の生産量は，

10年前と比較すると 4割近い漁業生産量の減少を示して

おり (Fig.2)，2割程度の滅少に留まる沿岸漁業と比較

すると，減少が顕著である。

キーワード:資源回復，沖合漁場，直幣漁場整備，排他的経済水域 (EEZ)，保護育成礁

Key W ords : fishery resources management，宣shingground in the offshore， fishing ground development pro-

gram by government. EEZ， artificial nursery reef 
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Fig.l Relation between world population and supply 
of fisheries products 
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Fig.2 Decrease in fisheries production in ]apan 

2. 沖合海域における漁場整備

1)沖合海援における漁場警備の必要性

我が園周辺水域は世界 3大漁場のーっとして高い漁場

ポテンシャルを有しており，さらに沖合漁業の主な操業

海域である排他的経済水域は国土の12倍，世界第 6位の

広さを有しているが，沖合海域においては，これまで十

分な漁場整備が実施されていない。これは，従来，漁場

整備の事業主体が地方公共団体等(地方公共団体及び水

産業協同組合)に限定され，主として沿岸海域で漁場整

備が行われてきたものであり，沖合海域においては，大

臣許可漁業による漁業者が頼醸していることや，その整

備による受益が複数の都道府県に及ぶこと等から，地方

公共団体等による漁場整備はあまり進んでいない海域と

なっていた。

このような状況の中，新しい水産基本計画(平成19年

3月20日閣議決定， H19-23)においては，国際化の進

展と水産物の世界的需要の高まり，資源状況の悪化等を

背景として，水産資源の多くが低位水準にある状況に対

応し，我が国の排他的経済水域等の資源生産力の向上，

資源の回復・管理等の必要性を示している。また，第 2

次漁港漁場整備長期計画(平成19年 6月8日閣議決定，

H19-23)においても， ['資源管理等との連携を図りつ

Fig.3 Exclusive economic zone (EEZ) around ]apan 

つ，排他的経済水域を含め我が国周辺水域における漁場

整備に努める」旨を示している。

このように，我が国水産業を取り巻く厳しい状況の中，

我が国沖合海域における漁場整備の推進は喫緊の課題と

なっている。このため，沖合海域を最大限活用し，積極

的な水産資湖、の回復・増大を図るため，漁港漁場整備法

が改正され，我が国排他的経済水域 (Fig.3) を対象に

国自らが漁場整備を実施する「直轄漁場整備事業」が創

設された。これにより，排他的経済水域において，これ

まで行われてきた休漁・禁漁等のソフ ト的な施策に加え

て，国の漁場整備による積極的な資源回復・増大の施策

を講じることが可能となるものである。

2)直鰭漁場整備事業の基本的な考え方

今般の直轄漁場整備事業の創設に当たっては，以下に

示すとおり，これまでの補助事業や他の直絡事業にはな

かった新たな視点を導入して，効果的な事業の推進を図

ることとしており，新たな公共事業の一つの形を示すも

のであると考えている o

(1) 事業の対象海域の限定

これまで漁場整備は，地方公共団体及び水産業協同組

合により主として共同漁業権の範囲又は知事許可漁業が

操業する範囲(概ね領海内)で行われてきた。しかし，

沖合海域においては，特に排他的経済水域において，い

ずれの地方公共団体にも属するものではないこと，また，

主に大臣許可漁業による漁業者が輔接していることやそ

の整備による受益が漁獲物の陸揚量の増加等を通じて複

数の都道府県に及ぶこと等から，地方公共団体等による

漁場整備はほとんど行われていない海域となっていた。

このため，このような漁場整備が進んでいない海域にお

いて，地方公共団体等の事業を補完して漁場整備を行わ

れることが必要であった。一方，これまで地方公共団体

が行ってきた事業まで国が自ら行う必然性はない。これ

らのことから，国が施行する海域は，排他的経済水域に
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限定することとされた (Fig.4)。これは，地方分権にお

ける「国の直轄事業は全国的見地から必要とされる広域

的事業等に限定する」という考え方にも合致するもので

あり，主に沿岸域で漁場整備を行う地方公共団体との役

割分担を明確にし，効率的な漁場整備を推進するもので

ある。

(2) 資源管理 (ソフト施策)との一体性

既存の他の多くの直轄公共事業の要件としては，例え

TAC及びTA固とス吃
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ば，大規模なもの，高度な技術を要するものなど施設

(ハード)そのものに係る要件が法令等で規定されてい

る。 一方，直轄漁場整備事業は，排他的経済水域におい

て，緊急的に水産資源の回復の措置を講ずる必要があり，

その事業効果を確実かっ効果的に発揮させるため，整備

の対象とする魚種がTAC法の対象魚種であること

(Fig.5) ，資源回復計画 (Fig.6)が策定されており保護

措置が講じられていること等，資源管理等のソフ ト施策

との一体的取組を前提とした要件を法律に規定している。

国が策定Jている資源回復計画
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このような規定は，これまでの他の多くの公共事業には

ない特徴の一つである。

また，基本的に水産資源、の持続的利用のために保護・

増養殖に資するものを目的とするものであり，単に由貿集

効果のみを目的とする事業を念頭においたものとはして

いない。さらに，排他的経済水域においては，大水深・

広域的な整備で，大規模となること等から，著しい効果

が認められるものとの旨を法律に規定している。具体的

には，次の要件に該当する事業で政令で定めるものとし

ている。

<直轄漁場整備事業の要件>

-排他的経済水域で施行されるもの。

-海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (TAC

法)に規定するTAC魚種またはTAE魚種であって，

その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に

講ずる必要のある水産動植物であって，保護のた

めの措置が講じられているもの (水産庁の広域資

源回復計画が策定されているもの等)を対象とす

るもの。

-著しい効果があると認められるもの。

(3) 費用の負担の考え方

今般の直轄漁場整備事業によ って水産資源が増加し，

陸揚げされた水産物は加工・流通を通じて地域に一定の

受益を及ぼすこととなる。例えば，地域が受ける受益と

しては，産地市場での取引量の増加，価格形成力の向上，

加工場での加工量の増加，原材料調達の安定化，その他

関係物資の調達や設備投資等である。

また，これらの受益の程度は，整備の対象魚種の陸揚

最に関連すると考えられる。このため，今般の直轄漁場

整備事業については，基本的に整備する海域で漁獲され

る対象魚種が陸揚げされる陸揚港がある都道府県に対し

て費用負担を求めることが適当であるという考えの下，

当該都道府県に負担を求めることとしている (Fig.7)。

なお，関係都道府県に求める費用の負担割合は114とし

ている。

(4) 透明性・客観性の確保

今般の直轄漁場整備事業については 3つの段階(①

政令での対象海域や対象水産動植物等の指定， ②事業計

画の策定， ③毎年の事業実施)において，可能な限り透

明性や客観性を確保するための手続きを規定している

(Fig.8)。政令指定時では関係都道府県の意見聴取の手

続きを規定しているとともに，計画策定に当たっては，

複数の大臣許可漁業者間や地元漁業者等との調整の場と

して関係広域漁業調整委員会の意見聴取，関係地方公共

団体との協議等を行うこととしている。また，領海外で

ある排他的経済水域での事業であるため慎重な審議を尽

くす必要があること，また，都道府県の意思を最大限尊

フロンティア泡埴..事期ζa到する闘僑・渇Jf・0負担J;::τ丸、τ

孟よ且』
渇滑に師事抱一階h京子惜 本1::::.，・ー加T'毎
週'''.THI圃 士ー 宮 町 ' 益方修"，.す，-}-->-t.t

::... 
〈耐えば、置穂市場での取引量め11加、fl
幅形威力の陶よ、加工場Tの加工量舟t・
肱原材制調過の茸定fl:-その地関係鞠置
の綱虚や段蝿揖賀、..)

具体的に1:.
包 3/4
関係県 1/4(A-口県が陸掲量専の受

益に鼠3て畳間を分担〉

Fig.7 Cost sharing between national government 
and regional governments 

1・附叫.......拘禅僧明陸相榔醐 i

Fig.8 Procedure of fisheries infrastructure develop-
ment under direct governnment control 

重するという観点から，毎年の事業実施に当たっての費

用負担については，都道府県の同意(都道府県議会の議

決が前提)の上で費用負担を求めるという手続きを取り

入れている。

3. 日本海西部地区における保護育成礁の整備

直轄漁場整備事業の創設に伴い，今般初めて国が策定

した日本海西部地区特定漁港漁場整備事業計画 (保護育

成礁の整備)について記す。

1) 計 画概要

日本海西部地区のズワイガニ・アカガレイは，水深約

200-500mにかけて分布し，主に沖合底曳網漁業，ずわ

いがに漁業等で漁獲されている。それぞれTAC法にお

けるTAE魚種及びTAC魚種であり，水産庁が策定した

広域資源回復計画 (日本海西部アカガレイ (ズワイガニ)

資源回復計画)に位置付けられ，資源回復の取り組みが

行われている。これらの取り組みにより， 1970-80年代

から減少してきた漁獲量は近年持ち直す傾向にあるもの

の，未だ最盛期の1/3-114程度にとどまっており，より
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Fig.10 Plan of fisheries infrastructure develop-
ment under direct governnment control 
(Nihonkai-seibu) 

確実な資源量の高水準への回復が必要となっている

(Fig.9)。

特に但馬沖以西の海域は，最盛期に比べて，沖底の漁

獲量やCPUEがともに大きく減少している。このため，

日本海西部地区の直轄漁場整備事業は，日本海西部海域

(兵庫県，鳥取県，島根県沖の排他的経済水域 (日韓暫

定水域を除く))において，ズワイガニ・アカガレイの

資源の回復を促進しその生産力を向上させるために，国

が積極的に保護育成礁の整備を行うものである (Fig.10)。

具体的な計画の内容としては，

① 対象魚種の分布や生態(ズワイガニの分布密度，

アカガレイの移動経路)

② 対象とするズワイガニ分布水深帯

③ 操業実績(過去と現在の漁獲量減少の度合い等)

等を踏まえた上で，事業の効果，関係漁業者の操業状況，

工事の施工性等を総合的に勘案し，総事業費65億円，計

画規模21群 (8，400ha)の保護育成礁の造成を行う こと

としている。また，計画期間は，平成19年度から平成26

年度までの 8年間を予定している。

また，より効果的な資源の回復増大を図るため，整備

した保護育成礁内では，ズワイガニ・アカガレイの操業

規制を予定している。

2)事業効果及び今後の課題

保護育成礁の造成により，礁内でのズワイガニ・アカ

ガレイの保護効果等が発揮され，それらにより増加した

資源が保護育成礁の外に穆み出し，これらの一部を漁獲

することによる生産量の増加等が期待できる。その他，

水産加工業等の生産量の増加効果など漁業外産業への効

果も期待される。

これまで沿岸域で地方公共団体が整備した保護育成礁

においては，例えば，兵庫県沖においてカゴ設置調査

(H9-19)により保護育成礁内と一般海域のズワイガニ

密度を比較した結果，保護育成礁内は約68.4尾/ha.一

Photo 1 Swarm of krills gathered in protection reef 

Photo 2 Brittle star gathered around protection reef 
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般海域は約25.6尾/haであり，約2.7倍 (差で約42.8尾/ha)

の違いが確認された。また， 京都府立海洋センタ ーのズ

ワイガニの標識放流の調査結果により，再捕個体数の約

50%が保護区から 3マイ ルの範囲内であったことが確認

されている。

さらに，水産庁が平成19年度に行ったROV調査によ

って得られた水中画像によれば，保護育成礁内で餌料と

なるオキアミの群集等も確認されており (Photo1， 2)， 

保護育成礁がズワイガニの保護効果に合わせて餌料環境

の改善効果やズワイガニの隠れ家や住み家となることに

|泊刷嶋君しみ札"ax 畑割合 | 

[:田 4bh j b:26.蝿/同

機兵庫県沖匁主賓董必n霊定

日~.可飽

保書育成事重量海場 一般海繊

図 ズワイガ=の生産量増加効果の考え方

Fig.ll E妊'etsof protection reef for snow crab 

..による海軍臨海への効果について

く漁場霊備による漁窺貴増加の考え方〉

わ保護育成磁の設置(漁獲庄の低法力この増殖鞍|

4ゅJ..

わ保護育成礁による効果(しみ比効恥 | 
保護育成雄訟置海i轟と一般海域の密度差を算出 1 

L単位箇所当たりの

・保護育成磁設置のしみ出しの範囲を設定 ! しみ止し効巣

・しみ出し効果ぜ位箇所設とりの し み 也 効 果 × 保 網 成 噛 所 教

10綿貫の増加 | 
しみ出し効果 xi.t.猿割合

Fig.12 Effect of fisheries in台astructuredevelop-
ment under direct governnment control 
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算出手法等は「水産基盤盤備事業量用対効果分析のガイドライン(暫定船」による.

.S/C=1.99 
(便益額S=11.421百万円 .総量用C=5.726百万円)

-主匂便益項目
。漁獲資漕の維持培養効果
-漁場量産備による笠産量の増加効果

{保11宵成磁の設置によって得られるしみ出し効果による年「園初コ生産増)

O漁業外産業への効果
・水産加工業等の生産量の増加効果
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・その他
・施lSl:'の耐周年数 30年
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Fig.13 Cost-benefit analysis 

も資することが示唆された。

以上を踏まえ，具体的に，兵庫県の調査から保護礁内

外の密度差を42.8尾/ha，また，京都府の調査から保護

育成礁の染み出 しの範囲を 3マイルにそれぞれ設定し，

漁獲量増加の効果算定を行った (Fig.ll，Fig.12)。そ

の結果，今般の日本海西部海域の直轄漁場整備事業の定

量的な効果と して，関係 3県(兵庫県，鳥取県，島根県)

の陸揚量の概ね 1割の増加が期待されるものとなった。

なお，生産量の増加をはじめ漁業外産業への効果を含め

た便益として，費用対効果分析の試算ではB/C=1.99と

なった (Fig.13)0 

今後は，ズワイガニ・アカガレイの生態特性等を踏ま

え，自然条件 (地形，地質， i毎象等)や機能条件(餌場

環境創出や操業形態等)等を踏まえた礁の適正配置や構

造物の選定，その他整備後の定量的な効果検証に基づく

順応的管理手法の検討 ・確立等を行うなど，事業の推進

を図ることとしている。

4. 事業展開に当たっての現状と課題

昨今，沖合海域での高層魚礁や浮魚礁，保護育成礁，

さらには湧昇マウンド礁等の実績が積まれているが，排

他的経済水域における直轄漁場整備事業の創設に より，

今後のさらなる沖合海域における漁場整備の技術開発等

が進むことが期待されているo 特に排他的経済水域は，

大水深となるこ とから，生物的知見の集積，物理現象の

把握，設計 ・施工手法の開発など技術的課題の解決が必

要となる。以下，今後，展開が想定される施設について，

沖合海域での期待が大きい湧昇マウンド礁，浮魚礁等の

現状や課題等を記す (Fig.14)。

1)湧昇マウンド礁

沖合海域において事業の展開を図る上で近年注目され

てきた湧昇マウンド礁(人工海底山脈)については，海

底にマウンドを造成することで，人工的に湧昇流を発生

今後の 直線漁場舗の展開凶たっての開 | 
里丞退宣望
・ソフト的な資源管理施策との一体的な運用手法の 確立

.整備後の効果の検証

，/1匝応的管理の導入 等

-j曹界マウンド礁

-増殖効果の定量的な検証

(食性生物や捕食生物の増加、実際の漁獲量の増加等)

・大水深における湧昇流予測手法、設計手法施工技術等の確立

.経済面の検討

金浬怠盤
・保護増殖効果の機能の付加

金広盆盤整j[
-技術 面・経済面(初期コスト運営コスト)の検討

Fig.14 Technical Issues for deve10pment of 0妊shore
fishing ground under direct governnment 
control 
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Fig.15 Concept of artificial upwelling producing 
structure 

Table 1 Examples of artificial upwelling 
producing structure 

地区名 (生長月崎島県沖) (宇久長北崎，県対馬沖) (長五崎島県西) (鹿阿児久根島県沖)

水 深 f.J82m 宇対久馬北沖 。約約8859mm 約85m 約63m

高さH.箆
H=11.5m， H=15m， H=15m， H=14m， 
L = 130m L=ωm L =75m L = 120m 

材 科
軽量コンクリ 軽量コンクリー 捨石 捨石ートプロック トプロ ック

加工年度 H9-H12 H15-H17 H17-H18 H16-H17 

クロロフィルa温度比の変化(畏筒県生月沖〉の事例

c~.o， tto・ w・同副，，~・.....tIor.oo刷・--固嗣

I 
ど1 匡豆

A L 

輔 ."‘ 50‘"‘ 可酬

D相民聞a白白岡 ov副 IliI th...・・~-，

-山脳凱3.伽闘方で知ロフィル..11比が1.52倍

.遣い海舗でクロロフィル噌度脚1.10倍

Fig.16 Example (l) of e妊'ecton artificial 
upwelling prゅducingstructur官

させ，底層にある栄養塩類を有光層内に供給することに

より基礎生産力を向上させるものである (Fig.15)。そ

して，食物連鎖の形成によ ってプランクトン食性生物

(カタクチイワシ，アジ等)及びこれらを捕食する大型

魚類の増殖等が期待されるものである。これまで長崎県

(生月島沖，五島西等)，鹿児島(阿久根沖)において，主

に水深約80m程度の海域で，軽量コンクリートブロ ック

や捨石を投入することにより造成されており (Table1)， 

造成技術など施工面については一定の技術が確立されて

きた。

一方，施設造成後のモニタリング調査等の各地区の効

衛星画像から解衡されたクロロフィルa溢度分布の変化の事例
(長崎県対馬獲のマウンド砲を中i、とした30X3α<m四方}

(2006年8月)

F 
圃
. 

巨至宝~
圃例剛・ 戸守 .塑.--

;工11
Fig.17 Example (2) of effect on artificial 

upwelling producing structure 

Photo 3 School of fish indicated on fishfinder 

果検証について，以下のように現在多角的に行われてい

るところである。

① 栄養塩の湧昇に係る調査(流速 ・流向定点調査，

水温 ・塩分定点調査)。

② クロロフィル aの分布調査(衛星画像による分析)。

③ プランクトン調査(地点別のプランク トン量)。

これらにより，マウンド周辺での湧昇流の状況が把握

されるなど徐今に現場での検証が行われつつある。例え

ば，平成12年度の長崎県生月沖での衛星画像を利用した

解析において，湧昇マウンド礁の造成前後のクロロフィ

ル a波度比について約1.5倍の増加の状況が観測されて

いる (Fig.16)。また，平成18年度に行われた長崎県対

馬東での調査においても，ク ロロフ ィル aの濃度が増加l

している状況が観測されている (Fig.17)。さらに，魚

群探知機によって，湧昇マウンド礁周辺に群がる魚影も

確認されている (Photo3)。

しかし，今後，排他的経済水域で事業展開を図るため

には，以下の検討や検証が必要と考えられる。

① これまで得られた知見に加え，湧昇マウンド礁に

おけるプランクトン食性生物及び捕食生物の増加に

係る定量的把握や湧昇マウンド礁周辺の実際の漁獲
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量の把握等の効果検証。

② これまで水深約80m程度の実績はあるものの，排

他的経済水域を有効に活用するためには，さらに水

深100-200m程度の大水深という特殊な条件の下，

確実に湧昇流(鉛直混合)が発生するよう ，そのメ

カニズムや湧昇流 (鉛直混合)の予測手法の分析 ・

検証，構造等設計手法の確立，施工精度を確保する

ための施工技術の確立，経済性の確保。

③ 湧昇マウンド礁の副次的効果の検証。

2)その他浮魚礁等

高知県や沖縄県等では，カツオ ・マグロ等の回遊性魚

種を対象にした浮魚礁の整備により，沖合海域での生産

性向上等の高い効果が発揮されている。一方，昨今の高

度回遊性魚種の資源の減少，世界的な水産需要の増加等

の中で，浮魚礁の事業化を検討するに当たっては，資源

の回復・増大のため保護・増殖にも資する機能をあわせ

もっといった視点が必要である。また，広大な沖合海域

を活用した高度回遊性魚種等の大規模養殖の展開につい

ても期待されるが，技術面及び経済面(初期コスト ，運

営コスト)等の本格的な検討が求められる。

5. 今後の課題や期待

直轄漁場整備事業は，これまで地方公共団体等がほと

んと孝行っていない我が国排他的経済水域において行うも

のであり，今後，水産国家，海洋国家として，我が国漁

業生産量の増大や自給率の向上の一翼を担う上で，当該

海域を最大限活用した水産資源の回復 ・増大が期待され

る。このため，整備する漁場について，禁漁区や禁漁期

間の設定等ソフト的な資源管理施策との一体的な運用手

法を検討・確立していくことが必要である。

また，これまで我々が経験したことのない未知の海域

での漁場整備を展開していくため，さらなる生物学的 ・

物理科学的現象の把握や知見の集積，事業効果を確実な

ものとするための整備後の効果検証， J順応的管理の導入

等を行うことが必要であり，これには新しい技術的な発

想も必要となる。これらを踏まえ，今後，さらに我が国

周辺水域の資源回復をより一層支援する観点から，要件

に合致する他の魚種や他の海域における直轄漁場整備事

業の可能性についても調査 ・検討していく必要がある。
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