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生物多様性に基づいた水産環境の振興

瀬戸雅文*

Promotion of Aquatic Environment Based on Biodiversity 

Masabumi SETO * 

Abstract 

Conventionally. the primary objective of the construction of fishing grounds has been to create a 

habitat environment of the specific species for fishery. where main purpose is often to directly grow 

aquatic organisms that occupy an upper trophic level. However， this method might provide a possibility 

to destabilize the interactions between organisms including th巴 interspecificcompetition and the predator-

prey relationship， as well as to result in unexp巴ctedresource changes or the extinction of some species. 

To avert such risks while maintaining and growing fishery resources， it is effective to facilitate the 

species whose trophic level 01' ecological niche is lower than that of the target species. Thus， future 

efforts should be shifted to creating this type of environmental productivity. A futur巴 developmentof 

fishing grounds should focus on the promotion of the material circulation which occurs in an extensive 

sea area and driven by the life cycle of aquatic organisms， and the development of a cleaner and more 

productive aquatic environment. This would be accomplished by improving the quality and effici巴ncyof 

aquatic organisms' life cycles， while reproducing and creating the巴nvironmentalinfrastructure that 

closely relates to the early stage of growth of aquatic life， such as seaweed beds and mud flats 

1n order to accurately evaluate the results of the development of自shinggrounds that are characterized 

by high unc巴rtaintyand variability， it is necessary to build and use a fishing ground developing process 

that is adaptive and based on the PDCA cycle which is regulated by the generation time of the target 

species and the time before the effect reaches. 1、omaintain the PDCA cycle， it is required to prepare an 

implementation plan that incorporat巴scollaboration with various entities if necessary. 1n this respect. it 

is urgently needed to develop a tool or procedure to reach agreem巴ntamong such entities， as well as build 

a process that allows such entities to reproduce extensive fishing grounds safely， easily and for low cost. 

1.生物多様性と水醸環境整備

生態系研究は，物質循環に関わる微量元素や食物総総

迭の定112評価技術の開発とともに，この20年間で飛践的

に進炭した。 i盗域から海域に及ぶ生物採集の多様性が物

質循潔を活性化し，多様な生物1洋条H立の柔;1次な相1i作月]

が，生産性や安定性など様ノをな生態系機能を向上させる

ことや，物質循環を伴わない食物相立のIIlJ抜効果が新た

な生態系を創出したり，環境と~物1洋条HlJの生態系機能

を介したフィードバックが，生態系の自律更新性を高め

ることなどが次々と明らかとなってきた。また，リモー

20Uiド4['114日受付.2011年HJ31日受理E

トセンシングや地~mfi'i報システムの進展とともに，生態

系を構成する個体鮮の~rl[j富山区や，物資や~物の移 111入

を通じた梓11工作JIlが，環境変動に対する生物111'集の存続

性を高めることわかってきた (Fig.1参!!託)11。さらに，

環境変動lこ伴う 111'築様迭の適応、的変化が，多干iR共存の原

動力となり，適皮な外的撹乱が継続的に作JIJするfJ;1境下

で，生物多様性が保たれることなどが明らかになってき

た (Fig.2参!!立)。これら科学のすI~続的な進展は，従来

型の漁場整備から， I水産対象毛!Rをj係主主する生態系の底

上げに主j阪をおいた漁場づくり J，I水産対象種の変IIJJ的

なつながりを考慮に入れた漁場づくりJ.更には. I環境

キーワード水産環境，環境基盤，生活史ネットワーク. PDCAサイクル
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の変動性を前提とした漁場づくり jへの変革ーを迫るもの

であり，それぞれ， I環境恭盤の重視J，I点から空間へJ，

「資源・潔境変動への対応」として，水産環境援備のキー

ワードに位置付けられている (Fig.3参照)。

2. 適度な外的撰乱の碍興

i楽場，干潟，サンゴ傑，およびそれらの周辺海域は，

波や流れによる適度な外的撹乱が定期的に作用して，多

様な生物が育まれる生産性の高い海域である。適!支な外

的撹乱は，生物群集の極相への主義移を引き戻し，多様な

生物が平等に発生(着底)する機会を提供する (Fig.2 

Fig. 1 Adaptation to environmental change of 参照)。雑海務や食寄生物の除去，海底の耕萩，近隣種

metapopulation の移椴・放流などの:lt!1道な取り組みを返して，適度な外

Fig. 2 Relation between biodiversity and aquatic 
envlron政lent

学士三士一一関図機験|
饗源霞環壌変動への対応

Fig. 3 Restoration process of ecosystem 

的撹苦しを縦続的に促進する試み(思海の保全活動など)

が全国各地で実施されはじめている。これらの環境再生

活動を定着させるためには，多様な主体が，安全・簡

単・低コストで，安心して継続可能なrP民実践裂の水産

環境再生プロセスの確立が急がれる。

鉄粉でコーテイングしたアマモ種子や，直径1mm程度

の穎粒状のお比重基質に着生させた海藻種荷を，海上よ

り散布する深場造成手法や2-3)，着底に有利な粒径の底

資を浮遊幼生の着j却羽にタイミングを絞って夜砂する一

枚只の務底促進手法1)などの粗放的な技術は，環境変動

に応じて再生規模や密度を誠殺しながら継続することが

可能な，事rrたな再生プロセスと位殴づけられる (Fig.4

参照)。生物が備える生態系エンジニアとしての環境修

復能力や環境適応能力を，漁場の造成や管理に積極的に

(a) Sowing of embryo by means of ferrite granules 

(b) Sowing by means of coating seeds with iron 

Fig.4 Restoring of seaweed bed by sowing 
technique 
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となる (Fig.8参照， Fig.9参照)0PDCAサイクルを持

続的に機能させるために，後も重要な項目はモニタリン

グ体制の毅備である。モニタリングでは，あらゆる項目

を長期に亙って監視することは経費的に関空!Eのため，造

成直後の漁場供用開始時期と，その後の長期・継続的な

生物多様性に恭づいた水産環境の振興

Seaweed breeding reef by vertical slits 

Fig.6 Vertical mixing of pycnocline by floating 
structure 

Fig.5 

生かす取り組みに注臨したい。

多様な主体による環境符生活動が悶殺な， i皮j良や流動

環境の厳しい浅海域に，石材やブロックなどを用いて生

息、場を整備する場合には，当該個体群の移出入に関わる

波浪，流動，底質移動などの物理的外力の変質や低減が

生じないように配慮する必姿がある。縦スリット構造の

ブロックを波の:i.方向と平行に設霞ことによって，波i良

を積極的に透過させながら恭質表回付近に海藻の付着に

有利な強い流れを形成することが可能な，縦スリット主1

3長礁5)や，定期的に基質表面が剥離することによって，

海藻の遷移過程を人為的に調授可能な自動更新性基質6)

など，浅場の適度な外的援吉Lを積極的に利用し，人為的

に活性化させる技術の開発が求められている (Fig.5参

照)。

成層海域においては，密度路!盾に適度な外的;党首Lを与

えて上下混合を促進させる技術を開発できれば，有光層

への栄養塩類の供給を助長したり，食酸素水塊の成長を

抑制するための新たなプロセスを提供できるかもしれな

い。着底式の構造物による践j忍混合効果の発現が闘難な

大水深海域においては， r.字体式構造物を路!i9付近に配置

して上下混合を促進させたり 7)，上下混合機能を備えた

まE‘ F式主主縮施設の開発などが期待される (Fig.6参!問。

これからの水産環境整備は，適度な外的撹乱効果を備

えた増養殖施設の開発や，既存の増殖施設や養殖施設を

機能的に空間配置することによって，水産主主物の11寺空間

的な動態に応じたニッチ空間を創出するためのシステム

化技術の開発が急がれる。

間後期、衰退期
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Fig. 7 Relation between environmental change 
and project evaluation 

事後実施事前

水産資源、を取り巻く稜々の環境姿悶は，変動性と不訂正

実牲に満ち滋れている。近年では，海洋生態系のレジー

ムシフトや地球潟暖化などの海洋環境の長期]変動が水産

資源に与える影響が懸念されている。従来の漁場整備は，

実質的に夜近 5 年程度における潟辺優良漁場の増加~il去

最(対象資源の単価)が施設の耐周期総体制;，30年間)に

亘って機能するものとして事業使設が算定された。この

ままでは，卓越発生特性や環境変動に依存した資源の長

期変動など，水産生物の有する本質的な生態的特性が反

映されず， 技術の効果が環境変動に埋没して，特に資

源衰退期における援備の効果が過小評価されてしまう。

これまでの資源動向より近未来のトレンドを予測し整

備シナリオと比較すれば，整備iの効果から環境変動の影

響を排徐できる (Fig.7参照)。トレンド解析は予測期

間が長いと精度が低下する。このため，対象生物の世t代

時間や造成効果の発現時間を恭準として，iA立場施設の関t

m年数なども加味しながら，資源トレンドや援備シナリ

オの妥当性を袴確認し，整1fttlの効巣に応じて卒業の規模

や進め方を改善する取り組み (PDCAサイクル)が必姿

環境変動への適応3. 
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Fig.8 Relation between restoring size and e妊巴C輸

tiveness on PDCA cycle 
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Fig.9 Benefit assεssment based on environmental 

changes 

管現時期で，モニタリング内容と実施体制を差別化した

上で継続することが合理的で、ある。供m開始時期のモニ

タリングは，自治体や漁協が主体となって，波乱ミ，流動，

水質，地形・底笈など，観測機器を使用した比絞的高価

な調査を重点的に実施し，計磁jU寺の諸条件を主として物

理的に満足しているか検証する必要がある。供用開始以

降の管理時期においては，漁業者や多様な主体が中心と

なって，生物調査，水i払底資など比較的低コストで検

証E可能な項自に絞って，効染調交を継続する休日11]づくり

が望まれる。このように， PDCAサイクルを持続するた

めには，多様な主体との協働も視野に入れた実施体制の

整備が丞姿となるが，そのためには客観的で科学的な背

景に基づいた合窓形成ツールの開発や，安全・安価・容

易に実施できる粗放的なモニタリング手法の開発が急が

れる (Fig.10参照)0。

VoL 48 NO.2 

Fig. 10 Restoring of aquatic environment by PDCA 

cycle 

4. 生活史ネットワークの活性化と効果評価

これまでの漁場整備は，水産対象緩の生息、環境を人為

的に提供することに笠点がおかれたが，数理生態学的研

究によれば，概して栄養段階のよ佼に{交遊する水産生物

の増殖を直接的に助長する行為は，稜部競争や捕食・被

会などの生物問相互作用を不安定化し， 25該生態系に予

期せぬ資源変動(カオス)や絶滅を誘発する可能性が懸

念される。カオスの発生を抑fliUしながら水産資i肢の維持

増大を目指すためには，対象種より栄養段階の低い稜や

ニッチの低い環境要因を助長することが有効であり，今

後はこれら環境主主草案の盤備に力点を移す必姿がある。

これからの水産環境整備は， r水E室生物の低次成長段

階と関わりの深い， ~義務や子潟などの環境基盤を積極的

に干厚生・創出しながら生活史ネットワークを活性化し，

当該域の悶々まで張り巡らせることによって，海域全体

の物質循環の促進を限り， i青浄で生産性の高い水産環境

を創出するJことを理念として， i準々 i市キの基本構想を

策定することが)J干姿である (Fig.11参照)0 

Fig. 10では，水産環境整備をプロジェクトと捉えたよ

プロジ、エクト全体の不磁笑性の低減や，関連者相互で，
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Fig. 11 Relation between environmental productivity and lif，巴 cycleof aquatic organism 

生物生産構造 資源評価モデル 便益算定モデル

Fig. 12 Estimates of the effects of environmental productivity and life cycle of aquatic organism 

の組織カ向上を図るために，プロジェクト全体を 3段階 ズ2の科学的手段においては，環境基盤に支えられた生

のフェーズに区分している。環境再生に関わる多様な烹 活史ネットワークの生物生産構造を適切に反映できるよ

体が相互の利害関係を調整し，共有可能な基本構想を策 うに，動・絞物プランクトンの磁11抗日王工作用や~:t暴の生

定するフェーズ Iと，基本構想を科学的な方法で呉体化 ;m.消費構造などの数理生態モデル(成次栄遣を段階モデ

するための検証評価モデルを檎築するフェーズ 2でそれ ル)に，生態学的関位穏も含めた水産対象稜の生活史モ

ぞれ整備の効来が算定される。フェーズ 1では，多様な デル(環境変動を反映可能なレスリー行列モデル)を連

主体の利答を反映した複数梁から最良栄を抽出すること 給するなど，水産対象種を取り巻く 1洋条構造の変動性も

に重点がおかれ，多様な主体と科学技術者の両者が合意 取り込んだ，新たな資源評倣モデルの開発が急がれる

可能な客観性を要する反面，複数案から最良案を相対的 (Fig. 12参!!程)。

に評価できれば目的は途戒される。代表的なミチゲーシ 環境基盤の使採算定においては，生物多様性など環境

ヨン手法の一つであるHEPで用いられるHSIモデルは， 干写生に対する医i民的関心のおまり，水産資源の表退や水

複数案を比較しながら最良案を相対的に抽出できる手法 産食品の安全性に対する悶民的理解の醸成に応じて，ー

であるとともに，ごく簡易的な現論に立脚しているため， 定の予算枠内で既往の便益~HEに拘らない筏核的な環境

相対評価裂の合意形成ツールとして期待できる。フェー 基盤の底上げを行うべきである。その場合には，整備に
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よって事業期間内に発生が予想されるべントスなど餌生

物の総:援を，人工鰐料で代替した場合の経費と比較した

り，人工i勇昇流発生構造物により供給される栄養塩類の

総愛を，栄養塩類を海上より人為的に散布した場合の経

費と比絞するなど，事業使主主の妥当性を相対的に評価

(使主主比較)する新たな基準づくりが必姿となる。

生活史ネットワークの各成育段潜における生息場の整

備は， Fig. 13に示すように対象種の生息に適した栄養

条件(栄養段階，餌学j.環境)と空間条件(水質，流動，

基質などの主として理化学環境)を満足するニッチ変関

を創出することにほかならなし=。創出されたニッチ安閑

には，対象穏を含む生態学的問{立穏によるi洋条構造が形

成されるが，その変遷(種間競争や棺利などの生物関相

友作用，競争排除，分化の過程)を予想し人為的にコン

トロールすることは，現時点では極めて悶難である。従

って，生息、場造成における効染の評価は，ニッチ空間の

創出状況を評価することに留め，効染調査で採取された

水産対象種以外の生態学的i司佼種においても，使主主対象

穫と見なした上で，使益性を算定するなどの工夫が必要

である。また，ニッチ空間の創出効果を適正に評価する

ためには，漁獲や遊魚、などによる影響を排除することが

必姿で，例えば，産卵場の増殖効果の算定においては，

当該主主で漁獲や釣獲された毅然が保有する卵・ f子魚数も

可能な限り推定し，増加生産登に加えるべきである。さ

らに，便益算定における漁獲単価は，水産資源の枯渇リ

スク(使議期間内における対象資源の枯渇に伴う単価の

高騰)を加味した新たな評価手法など，環境変動の不確

実性に応じた漁獲懸命日の検定手法の導入も検討の余地が

認められる。

水産環境の振興という変動的で不確実性に霞んだ取り

組みを軌遂に乗せるために， PDCAサイクルの各項gに

おいて，今後，水産工学分野の研究者が来たすべき役割

と資任は益今大きくなるであろう。
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