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沖合天然礁漁場における生物多様性

萩市見島沖八里ヶ瀬漁場の保全・管理の取り組み一一

田上英明1・演野 明2・小松輝久3

Biodiversity in Fishing Ground of Offshore Natural Reefs: 
Management and Conservation of the 

Hachri-ga-se Reefs off Mi-shima Isand， Hagi， J apan -一一

Hideaki TANOUE1*， Akira HAMAN02 and Teruhisa KOMATSU3 

Abstract 
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For a sustainable use of出efisheries resources. it is important not only to investigate the dynamics 

of the fish stocks but also the ecological integrity and health of the habitat from the point of view of the 

biodiversity. Here. w巴 introducedan example of conservation and management of fish stocks in natural 

reefs conducted in the Hachri-ga-se reefs. a good fishing ground off Mi-shima Isand in Hagi. Japan. The 

reefs here are located on the continental shelf. where they contribute significantly to仕leproductivity of 
the coastal ecosystem enhancing the supply of prey and providing resting grounds for sev巴ralfish 

populations. The mayor of Hagi City initiated the project for the management of the resources in the 

reefs in 1999 with fishermen. scientists and local governments. This project was a succeeded example of 
the bottom-up control of resource management in offshore reefs by a citizens・leadership.It 

demonstrates that the key of success is a strong communication and collaboration among policy makers. 

scientists. fishermen and the general public that fost巴rsmutual understanding and recognition of shared 

interests. 

1.はじめに

本稿では，生物多様性の観点を沖合域における水産資

源の持続的利用の取り組みに活用することについて論議

における課題と今後の展望について検討する。

2.生物多様性の観点を考慮した水産資源の保全・

管理の必要性

するものとしその構成は以下のとおりである。まず， 陸域と海域の聞に広がる沿岸域は，生物多様性が高い

生物多様性を指標とする資源管理が沿岸域だけに限るも と考えられている。例えば，沿岸域には，干潟，サンゴ

のではなく，外洋域や沖合域においても適用される必要 礁，藻場，そして，その後背地であるマングローブ林や

性を述べる。次に，沖合域において特に生物多様性の高 山林等がある。それらの場所には，比較的限られた範囲

い天然礁漁場における保全・管理の先進的事例として山 で環境が大きく変化するエコトーン(遷移帯)があり，

口県萩市見島沖にある八里ヶ瀬に関する取り組みを紹介 そこで育つ植物や動物の種類は豊かになり，生物の活発

する。最後に，その事例をもとに沖合域の水産資源管理 な営みが繰り広げられている。そして，そこでは人類も
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同様に水産物をはじめとする多くの自然の，恩恵を受けな

がら生活をしており，世界人口の 7割がこの地域に集中

している。しかし人口が集中する地域では，経済活動

も盛んで，人間活動による埋め立て等の直接的影響や都

市下水や工場廃水による富栄養化，ダムの建設に伴う砂

の供給の減少等の間接的な影響が生じている。

日本の沿岸域では，自然環境の保全や資源の持続的利

用のため，生物多様性の観点をもとにした施策として主

に環境省が中心となり保護区を設置する取り組み等が進

められている。東南アジアを中心とする諸外国では，省

庁の主導のもと行われるトップダウン的な取り組みだけ

でなく，市町村等の地方公共団体が中心となり沿岸域の

べるだけでなく，産卵場や仔稚魚の生息場の健全性，餌

となる生物の変動等の生態系ベースの資源管理が必要と

なる。特に，漁業生産の高い大陸棚に点在し，餌場や産

卵場等の役割を果たす魚礁や海丘等では，生態系の変化

を察知するうえで生物多様性を指標とした調査，研究，

評価が継続的に行われることが望まれ，これらの研究成

果をフィードパックした資源の保全・管理の推進が必要

となる。

3.萩市見島八里ヶ瀬漁場における取り組みの紹介

1) 資源の保全・管理に向けた調査研究の動き

日本海南西海域には，大中まき網漁業，沖合底曳網漁

漁業者や観光業者等の利害関係者が沿岸域の持続的開発， 業，釣り，延縄漁業，建網漁業をはじめ各種漁業の漁場

利用，保全，管理等について協議するボトムアップ型の として利用される山陰屈指の大陸棚漁場が形成され，山

取り組みとして沿岸域の総合的管理 (IntegratedCoastal 口県萩市においても大陸棚がはりだし沖合漁業にとって

Manag巴ment)が国連等の指導のもと行われてきた。近 非常に重要な海域となっている。

年，日本においても海洋基本法が成立しその基本的施 1999年から萩市市長が市民の代表として強いリーダー

策のひとつとして沿岸域の総合管理が推進されるように シップを発揮し萩市を中心として，水産大学校をはじ

なってきた。そのようなボトムアップの活動において生 めとする地域の大学，山口県の水産試験場等が共同で大

物多様性が沿岸環境の健全性を示す指標のひとつとして 陸棚上に点在する沖合天然魚礁群のひとつである八里ヶ

利用されている地域もあり，生物多様性の観点が市民に 瀬海域の漁場環境調査が行われている。この結果，対馬

も理解され始めている。 暖流の分校流があたる人里ヶ瀬の背後には，後流の渦が

一方，熱帯起源の暖流系水が支配する外洋域では，栄 つくられ，遊泳力の弱い仔稚魚が滞留しやすい環境であ

養塩が少ないため，一次生産量が低く，また，沿岸域に り，その上，潮汐の影響も受けるという複雑な海況を形

比べ生息場の多様性も少ない。そのため，生物多様性の 成していることが示された。また，瀬の周辺の浅い水深

観点を活用した資源の保全や管理の推進とは関わりが薄 帯には，動物プランクトンが多く，魚類の餌場となって

いように思われがちである。しかし，このような海域に いること，さらに，その場所には藻場(沖合藻場)が形

おいても，以下のような事例がある。例えば，海山があ 成され，魚類等の育成場になっていることもわかってき

る場合では，海底地形と流れによって生じる湧昇により た。

深海から栄養塩が供給されるため，基礎生産が活発に行 2007年6月には水産大学校と東京大学大気海洋研究所

われ，その結果，消費者である魚類も多く生息している。 との共同研究として，海洋研究開発機構学術研究船淡青

さらに，海底から熱水が噴出する熱水鉱床では，化学合 丸による生物調査が実施された。その結果，昼夜別の動

成細菌をもとにし食物連鎖による生物相が広がり，固有 物プランクトンの種組成や密度に大きな遠いがあること

種の数も多く，独自の生態系を構築している。しかし や，水深や底質の変化に伴い漁獲される魚類が異なり，

このような場所の多くは，排他的経済水域 (EEZ)の外 複雑な地形の変化が多様な魚種の分布を生み出している

側の公海域に分布しているため，無計画な漁業活動等に こと等が示された。特に磯や岩礁には，産卵期のイサキ

よる資源の枯渇が懸念される。したがって，国連環境計 が高密度で分布する等，水産資源の再生産に八里ヶ瀬が

画等では，海山やその周辺を生物多様性のホットスポッ 重要な役割を果たしている可能性を示す結果も得られた。

トとして位置付け，国際的な管理を推進する取り組みが 2) 資源保全・管理に向けた地域住民と行政の動き

行われている。 八里ヶ瀬の多様な水産資源が維持されてきた理由とし

国連海洋法条約の批准によって日本の漁業生産にとっ て，率先して地先の漁業者が漁法を釣りや刺し網に限定

ての重要性が高まった沖合域においても，生物多様性の し，自主的に漁獲サイズの制限を設ける活動等を展開し

観点、を資源管理に活用できる可能性がある。 FAOでは， てきたことによる貢献がある。さらに，首長の呼びかけ

加盟各国に自国のEEZにおいて持続的に漁業資源、を利用 のもと，大学や県等が連携し市民の協力を受け，科学

する「責任ある漁業」を行うよう求めており，我が国で 的調査を進めながら保全・管理計画をつくり実践してい

は主な漁業対象種に許容漁獲量を定めるTAC制度等を ることは，沖合域におけるボトムアップコントロール型

導入し資源管理を行っている。しかし漁業資源を持続 の漁場保全・管理の先駆的事例である。以下に，それら

的に利用するためには，漁業対象種の資源、量の変動を調 の取り組みを実行するうえでのフレームの一部を紹介す
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る。

2007年3月に示された萩市水産業振興計画は， 2005年

3月の 1市2町4村の合併を機に市町村ごとに実施して

きた水産振興策を更に発展させ，総合的な取り組みとし

て策定したものである。その中で八里ヶ瀬等の資源調査

の結果をもとに，同海域を漁業の生産基盤としその漁

場保全の取り組み等を重点プロジ、エクトとして実行して

いくという方向性を示した。

2010年5月には， 日本有数の好漁場である見島および

八里ヶ瀬の資源保護と，今後の漁場管理のあり方を展望

するシンポジウムを開催し， 10年以上にわたる調査結果

に加え，周辺海域で漁獲されるマグロ類の生態等の情報

についても報告した。また，好漁場としての見島・八旦

ケ瀬漁場を保全していくために，今後も研究者と漁業者

が連携して，継続的な調査活動を行うことの重要性が確

認され，生物多様性を指標とする生態系変化の察知の必

要性について認識も広まった。

2010年9月には，萩市長や県漁協の代表理事らが農林

水産省と水産庁を訪れ，山口県日本海海域の漁場保全と

資源保護に関する要望書を農林水産省副大臣らに提出し，

2013年3月に新たな漁業調整が実行された。

4.水産資源の持続的利用のための沖合天然礁の

保全・管理に関する提言

水産資源の持続的利用には，生物多様性を確保しつつ，

生態系サービスを利用することが必要であるが，生物多

様性を維持するためには，生物種の生活史や拡散方法・

経路を考慮し，複数の管理・保全区をネットワークでつ

なぐことが不可欠で、ある。また，保護対象とする生物種

が安定的に再生産されていない海域(シンク・ハビタッ

ト)において管理・保全を推進するのでなく，再生産の

中心となる海域(ソース・ハビタット)においての取り

組みをより一層推進することが効果的である。沖合域は，

沿岸域に比べ，比較的利害関係が少ない。したがって，

各地に点在する沖合天然礁漁場をソース・ハビタットと

して位置付け，その場の管理・保全を進めるための合意

形成をいち早く実施できる可能性がある。そのような取

り組みを萩市はすで、に行っている。他の地方自治体も萩

市に例をみるように水産資源の持続的利用のための市民

や研究者等の取り組みを促進し，地域が主体となったボ

トムアップ型の活動を展開していくことが望まれる。
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