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沿岸海域とは?海洋学的視点から判

中国 *2 

What is the coastal zone? -From an oceanographic viewpoint * 1 

Kaoru NAKATA *2 

日本の可住市鶴は毘ニヒの 2~3 割程度と言われ，人

口の過半が沿岸域に居住して様々な生産・業務・商業

等の社会経済活動を行っている。また，各省庁では，

それぞ、れの日的に従って儲々に対象とする「沿岸域J

を想定して独自に施策を進めてきた。このため，時と

して利用者間で、競合が起こり，非効率的な沿岸海域の

利用が行われることがある(日本沿岸域学会2000年ア

ピール委員会 2000)0 こうした背景から r沿岸域の

総合的管理」の推進が海洋基本法・基本計画に書き込

まれている。しかし，沿岸域の範囲について省Jr・分

野横断的な規定はなく，日本に{ま沿岸域を定義した法

律もない(堀川.mT口 2011)0 沿岸域の総合的管理を

した臼本沿岸域学会の2000年アピール(日本沿岸

j或学会2000年アピール委員会 2000) でも r沿岸域と

は，海岸線をはさんだ陸域・海域のある一定の11屈を持

つ範明をさす」と表現されたにとどまる O

水産分野にとっての沿岸域は r多様な資源、を対象

とする多採なj魚、業が成立する」場ーである。全世界でも

面積的には10%に過ぎない沿岸海域で総漁獲量の約

50%を生産すると言われており(初IJ 1995)，犠々な資

源を対象とする様々な漁業が業として成立する第一の

要因はその生物生産力の高さである。沿岸域は浅いた

めに大気や気候の影響を受けやすく，さらに地形の多

様さもあって環境勾記が大きく生物の多様性が比較的

高い海域となっている O 生産力の高さと併せてこれら

のことも多様な漁業が成立する要呂となっている。な

お，水産分野が対象とする沿岸域は特に海域を対象と

していることから，沿岸の睦域と IR別するために以下

fjt?岸ifiJ:域J と呼ぶことにする O

沿岸海域において水産資源の持続的利用を目指した

様々な施策を進める上で，時として怖の分野・産業と

調整をはかることが必要になる O こうした調整や，沿

岸海域の総合的管理の推進には，沿岸海域について自

然科学を基礎とした一定の共通の認識をもつことが望

ましい。そこで，ここでは海洋物理，地理・地形学的

な特徴から沿岸海域を定義された例を紹介し，それら

と沿岸海域で生物生産力が比較的高いこととのつなが

りについて考察を加える。

水産分野における「沿岸海域」

梶脇(1998) は沿岸漁業から類推される治岸の概念

についてまとめている O その中で，水産改良説(明治

24年)に「沿岸は三里の水域で、万国公法属j毎の場所J

との文が見えること，水産事項特別調査(明治24年)

でも「沿岸から 3里tJ、内で行われる漁業を磯漁と材、し，

3盟主j、上の水域で、行われる漁業として調査しているJ

と記されていることを紹介している。この時代には，

沿岸水域を地理的概念として定義し， ~Æね 3 盟未i誌の

水域で、行っていた漁業を沿岸漁業と捉えていたと言え

る。

一方，堀川・ Il!T口は r覚え書き」の中で現在の漁

業法，沿岸漁業助成法と関連する政令，ならびにj阜、業・

養殖業統計年報での「沿岸漁業」の扱われ方を比較し，

水産分野において治岸海域に一定の定義づけが行える

かどうかを検討した。その結果，沿岸海域の縄念は主

に漁船規模に依存するものとなっていて，沿岸海域は

キ l 平成22年度中?とブロァク資源.iiWl'研究会シンポジウム(平成2211:9 JJ・M知nnにて口頭発表した。
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小型漁船 rそれほど速くに行けなしりという「暗黙

の了解」で想定される海域となっていると指捺してい

る(堀川・阿口 2011)。しかし，沿岸漁業の対象とな

る動力船治、業の規模について，法律上は20トン未瀧と

なっているのに対し，統計上では10トン未満と規定す

る等の違いがあり，沿岸海域のイメージ化を複雑にし

ている。

そこで，堀J11 • ITIr口 (2011) は，南日本の底生魚類

相を基礎として，沿岸海域を EEZ内の水深100mまで

と定義し， 20m までの甑沿岸域と 20~100mまでの控

棚沿岸域に分け，さらにそれらを底質等で純分化して

いる O 日本周辺海域全てでこの区分があてはまるかど

うかは別にして，水産資源の生息場所としての沿岸海

域を考える場合，水深と「底質」あるいは「海底」と

いう要素を含む必要性を示唆している O

沿岸海域の特徴と定義

藤原(l998b) は，沿岸海域の海洋構造の特徴につ

いて，在力による密度変化に注目し r外洋では，塩

分の鉛底的な違いは小さく，海水密度の鉛直的な違い

を決めているのは主に水温であるのに対し，水深が浅

い沿岸域では在力による海水の密度変化は小さく，海

水密度は水温及び塩分により決まるJと指擁している O

槻J (2007) も向じく密度変化に注目して，海域を河口

域 (ROFI;Region of Fresh Water Influence， (Simpson 

1997) )，沿岸海域 (Coastalsea) ，外洋域 (Openocean) 

に分け，それぞれを密度変化が塩分変化によって決ま

る海域，水温と塩分変化によって決まる海域，および

水溢変化によって決まる海域，と定義した。密度変化

における水温の寄与の程度によって沿岸海域をさらに

沿岸海域と河口域に組分するかどうかの速いはある

が，両者とも， I謹域と外洋の両方の影響による鉛直的

な「塩分」変化が治岸海域の「水柱」部分の特性と位

置づけている O ただし r覚え書き j で重要視された

麗質や海底に関する視点はここには入ってこない。

藤原(l998a) は，地理的地形的な特徴から沿岸海

域を「陸と大洋の間にあって，両者からの影響を強く

受けている大陸概から陸域まで、の海域」と説明してい

るO 「大器榔J には様々な解釈があり，地形学上の定

義なのか国際法上の定義なのかでヅミきく異なる O 前者

では，一般的に閤l探測地学・地球物理学:連合 (mGG)

主催の委員会で採択された「低端線に始まり深海に向

かつて著しい傾斜の増大が生ずる深さまでの大i患を取

り巻く海底地形 (Wisemanand Ovey 1953) J との定義

がとられることが多い。ちなみに，このような定義を

とった場合，大i珪棚の深さの世界平均は約130m (根

元 1995)である O

沿岸海域の水産資源の生息、環境を考える場合に，こ

の藤原(l998a) の沿岸海域の説明はなかなか便利で

ある o I注と外洋(大洋)の両方の影響を受けるという

ことは，鉛在的な密度変化が主として水温と塩分変化

によって決まるとする水柱部分の定義(藤原 1998b，

柳 2007) と張合的である。同時に r陸と大洋の間に

あるJ，r大陸棚から陸域までLのifiJ域J という記述によ

り，沿岸海域の地理的な位置が明確化される O さらに

陸棚とし寸比較的浅い海域を明示することにより，浅

いが故に気象の影響や地形や底質の影響を受けやすい

という沿岸海域の特徴が内包される表現となってい

る。したがって，折衷案的ではあるが，沿岸資源の持

続的利用という方向を見据えながら海洋学的な視点で

沿岸海域を定義するとなると以下のような表現が可能

かもしれない。

「地理的には控と外洋の間にある大陸棚jから陸域ま

での海域で，両者の影響を受けて海水の密度変化が主

として水j昆および塩分によって決まる海域」

沿岸海域への栄養供給

さて， l合岸海域で多様な生物を対象とする多様な漁

業が成立する第一の要因が生産性の高さにあることを

既に述べた。その生産性の基礎となるのは沿岸海域へ

の栄養供給である o I謹域からの供給については今吏特

別な説明はいらないだろう。ただし，陸j或の寄与が大

きいとの前提で富栄養化が著しい東京湾や伊勢・三河

湾，瀬戸内海について，有機汚濁物質や窒素，燐の発

生負荷量を基準値以下に古lji.戒する水質総量規制lが実施

されてきたが，海域の栄養塩濃度や赤潮，貧酸素水塊

の発生件数には発生負荷量の削減に見合った変化が見

られず，陸域だけでなく，外洋からの栄養負待

(Yanagi and Ishii 2004) や内部生産 (Sugimotoet al. 

2010) も栄養供給源として重要，との見方が広がって

いる O

例えば，河川が流入する内湾では，鉛産循環流(エ

スチュアリー循環)が発達し，沖合の海水が下層から

流入する O 鉛産循環流の流量は河川流量の数倍から時

として30倍以上にもおよび(宇野木 2005.2008)， itjl 

合下層から流入する海水の栄養塩濃度が河川から流入



沿岸海域とは?海洋学的視点から 17 

する栄養塩濃度よりも相対的に高い場合も多い(LIJ本

2008)0 

中央ブロックの水産試験研究機関に所属する人な

ら，外洋水の影響で、真っ先に思い浮かぶのは，黒瀬か

らの暖水波及や黒海が蛇行流路をとる時に遠州、i灘海域

で発達する黒潮内側反流であろう O これらは沿岸環境

に水温上昇，貧栄養化等の影響をもたらすとともに，

暖水波及は沿岸海域にしらすなどの資源を外洋から輪

送する O これとは別に，陸搬の存在と黒潮の流れによ

り生じる沿岸海域への中・下愚からの外洋水の流入も

ある O 熊野i難ー鹿島;~It海域で竣{長期に20-200m層に

低温化現象が観察され(宇野木・海野 1984)，水温の

第二擁小として知られる低水温化がサクラエピの産卵

や稚仔の成長に負の影響を与えると言われてきた(ヰ1

村ー 1977)0近年になり，最後水道 (Kanedaet al. 2002， 

速水飽 2006) や紀伊水道 (Takashiet al. 2006)でも

初夏から晩秋に見られる低j晶化現象が注自され，底入

り瀬として生物生産への影響も研究されるようになっ

た。こうした低温化現象は，陸棚斜面に沿って海流が

流れる水域で海底摩擦の影響を受けて底部エクマン層

内で岸向きの流れが生じ その結果湧昇が起こる

(狂suehand O'Brien 1971， Merio 1997) ためと考え

られている O ただし，発生するタイミングや黒潮など

の流れとの関係は，潮汐や地形の影響を受けるために

海域によって異なる(表1)0

初11 (2006) は，外洋からi勾湾への栄養供給が東京湾

では栄養供給全体の 2割にすぎないが，大阪湾では 4

割，伊勢湾，瀬戸内海では，それぞれ約 6割ならびに

7割を占めると見積もった。 Sugimotoet al. (2010)は，

安定同位体比を利用して植物プランクトンの窒素源を

明らかにし，その結果を生態系モデルに組み込んで、，

伊勢湾への窒素供給源が陸域12%，外洋域20%，底質

からの再生による内部生産68%であると見積もってい

る。これらの結果は，沿岸海域の生物生産力の高さが

陸域からの栄養供給のみで決まるのではなく， [詮域と

外洋とのつながりや沿岸i毎域の中での栄養議の再生・

循環も重要であることを示している O 自然科学を基礎

とした沿岸海域の定義と栄養供給に関する定量的な

データ解析は沿岸海域の総合管理や分野間の調整の基

礎である O 今後，さらにデータを集めてより詳細な研

究が様々な沿岸海域で行われ，海域ごとに栄養供給の

実態が定量的に解明されることを期待する O

まとめ

海洋学的ならびに地形学的視点から，沿岸水産資源

の生息海域である沿岸海域について「地理的には控と

外洋の間にある大陸棚から控域までの海域で，雨者の

影響を受けてi海j舘5

まるj海毎域」との定義を試みた O 沿岸海域

の生産性の碁盤となる栄養供給について， I詮域と外洋

の両方の影響，ならびに底質からの再生・楯環が鍵と

なっていることを指摘した。
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