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平成 25年度 

水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会報告 

～沿岸漁場再生のための情報収集と要因把握～ 
 

責任者：水産工学研究所長 

 

１．開催日時及び場所：2013年 12月 16日（月）、農林水産省共済組合南青山会館 

２．参加者所属機関及び参加者数：約 44機関（民間含む）、81名 

３．結果の概要 
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話題提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産土木工学部生物環境グループ桑原グループ長より、開会が宣言

された。 

 

水産工学研究所大石所長より、平成２４年度に「漁港漁場整備長期

計画」を策定され、現在、この計画に基づき水産環境整備事業が進め

られている。適切な漁場整備を進めるためには、水産生物の生態や行

動特性と物理環境との関係を明確にすることが求められている。具体

的には、対象とする水産生物や海洋環境情報の把握を行い、対象生物

の好適環境や成長阻害要因を分析し、阻害要因に対する対応策を講じ

ていくための技術を開発することである。本日は、「沿岸漁場再生の

ための情報収集と要因把握」をテーマに、環境情報収集の技術開発や

解析の現状について、水産工学研究所だけでなく、大学、関係団体の

方から報告、話題提供していただき、今後の研究の展開方向について、

皆様方と議論を深めたい旨の開会挨拶があった。 

 

桑原生物環境グループ長より、趣旨説明や配布資料の確認の後、出

席者に対して、本日の講演に対する質問ならびに水産工学に関する研

究ニーズのアンケートへの回答依頼が行われた。 

 

１）水産環境整備の紹介 

（１）水産庁漁港漁場整備部の中西計画官より、水産環境整備関連事

業について解説があった。また、現在、全国 6地区で行われている水

産環境整備マスタープランについて報告が行われた。水産環境整備の

手段として、魚礁・増殖場の設置、海底基質・砂の被覆、覆砂、浚渫、

耕耘などが実施されている。また、食害生物の駆除などのソフト対策

にも予算を投じており、提案・要望があれば相談して欲しい 

（２）岡山県の岡崎主任より、水産環境整備マスタープランによる岡

山県、兵庫県、香川県の 3県による播磨灘のマコガレイの取組みにつ

いて紹介が行われた。当初は各県の取組みがバラバラであったが、資

料整理を通じて、大型個体の減少が顕著であり、産卵期に大型魚が漁

獲されている実態を明らかになった。現在、産卵場、着底場の機能の

確保、貧酸素の影響緩和を目的とした対策の必要性を認識しており、

兵庫県では海底のかさ上げによる貧酸素水塊の遡上防止による稚魚
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生息場の確保、岡山県ではアマモ場再生による稚魚育成場の造成、香

川県では円錐型魚礁の設置を行っている。今後は、各県同士が連携す

ることによる相乗効果や貨幣的評価を進める必要である。 

 

２）情報収集 

（３）日本水産資源保護協会の遠藤事業部長より、漁場環境評価メッ

シュ図について紹介された。データ作成にあたっては、メッシュサイ

ズの決定から始まり、漁協や漁業者からの聞き取りを通して、漁法別

の漁獲量や魚種別の漁獲量の整理を行った。また、環境データについ

ては、環境省や地方自治体の既存資料を基に作成した。 

（４）漁業情報サービスセンターの渡邉研究員より、衛星による海況

情報の取得およびデータ解析、漁況情報の取得とデータ解析について

説明が行われた。海況状況では、海面水温はNOAAと衛星「しずく」

で取得される、それぞれの特徴を利用して高解像度で沿岸域全体の状

況を把握することが可能となっている。衛星情報だけでは不十分な場

合には、船舶による実測データも取得している。これらのデータは海

洋ナビ「エビスくん」で閲覧することが可能である。漁況情報は、漁

船から直接、聞き取る方法と市場から入港隻数や水揚げ量を利用する

方法がある。市場では水産物の生物情報を取得できる利点がある。ま

た、衛星情報 DMSP/CLSで、漁船の位置を把握することができるの

で、操船について可視化し、必要に応じて時系列解析も行っている。

漁船の聞き取りについては、漁業者らとの信頼関係が不可欠である。 

（５）水産土木工学部の杉松任期付研究員より、流動数値解析を用い

た沿岸域の海洋モデルについて説明が行われた。沿岸部の海洋環境モ

デルでは外洋と比較して高解像度での解析が求められる。水産工学研

究所では、沿岸域の海洋モデルの開発に際して、外洋の変動を考慮す

ることや生態系モデルを組込んでいる。ただし、急潮については再現

ができておらず今後の課題である。また、海洋モデルを活用した取組

みとしてマダイ浮遊卵の産卵場推定とその結果に基づく来遊場の推

定を行っている。現在、計算結果と現地調査の結果はほぼ一致してお

り、産卵数も考慮することにより精度の高い推定方法となってきてい

る。この成果は、今後生活史を考慮した水産環境整備の一環として活

用できると期待される。 

（６）公立はこだて未来大学の和田教授より、ナマコ漁業者らによる

IT 技術の利用によるリアルタイムでの資源評価および資源管理の取

組みが紹介された。リアルタイム評価をする際、データ入力が難しく

ないこと、訂正が簡単であることなど嫌われないデザインを意識して

開発が進められ、現在 70 歳代の漁業者も利用している。入力された

データは直ちに操業場所や推定資源量が配信されるようになってお

り、可視化することにより、漁獲圧の大きな場所を避けて操業するこ

とや自主的に漁獲量を決定するようになっている。 

 

３）要因把握 

（７）京都大学の鈴木助教より、有明海河口域ならびに韓国錦江にお

いて基礎生態学的研究から得た、有明海特産種＝大陸沿岸遺存種の汽

水域生態系の維持形成について紹介が行われた。有明海筑後川は河口

堰が上流 23kmに位置し、その間は汽水域を形成する。塩分が 10以

下のところで濁度極大域が形成され、汽水性カイアシ類が有占し高い
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総合討論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性を持っている。濁度極大域はスズキやエツなどの稚仔魚にとっ

て良好な餌環境を提供する場となっている。濁度極大域の形成は感潮

域の規模に依存しており、筑後川より感潮域が短い緑川、球磨川では

安定した濁度極大域が形成できないことを明らかにした。また、韓国

錦江の河口堰では不規則な放水が行われ、このことによって安定した

生物生産が行われない環境であることを示した。（８）国土技術政策

総合研究所の秋山研究員により、イシガイ類を増やし、他生物の生息

場所を供給することで、農業用水路の生物多様性を増大に資する環境

創出に関する方策について解説された。まずは、Maxentモデルを利

用して集落スケールでイシガイの生息場の抽出を行い、生息環境の洗

い出しを行った。次に局所スケールで調査を行い、GLMM を用いて

イシガイの生息環境条件を明らかにした。同時に、イシガイ類の宿主

であるトウヨシノボリの生息環境条件も分析し、両者に好適な環境を

提供する対策について提案を行った。イシガイ類の保全にあたっては

必須条件と必要条件があり、必須条件を充足することから着手する必

要のあることが示された。 

（９）水産土木工学部の南部研究員より、伊勢湾・三河湾のアサリの

生息環境について、湾スケールおよび局所スケールでの解析について

説明が行われた。湾スケールでは漁場環境評価メッシュ図を利用し、

不足している環境データについて数値計算により補充した。GLM に

よる評価を行った結果、アサリ生息場には波浪環境を含めることが重

要であることを示した。局所スケールでは松阪地区を対象に現地調査

を行い、50mメッシュにおけるアサリの有無や環境条件を GLMMに

よって評価した。その結果、漁場としては波浪の大きさが漁場形成に

寄与していることを示した。また、波浪低減や底質改善を行ったとき

の漁場改善効果について示された。 

（１０）名古屋大学の夏原教授により、個体群存続可能性分析 PVA

を利用したカスミサンショウウオの保護シナリオ分析について発表

が行われた。シナリオ分析では、齢構造に基づく個体群動態モデル、

土地利用を入れたモデルを作成し、どのシナリオがもっとも生存確率

が高くなるか示した。各シナリオの妥当性を検討するためには感度分

析を行うことになる。 

 

桑原生物環境グループ長の司会の元、各講演に対する質疑応答とセ

ッション毎にまとめて討論が行われた。 

（１）水産環境整備の紹介のセッションでは、水産環境整備マスター

プランの方向性やインセンティブについて、複数県にまたがる取組み

のインセンティブを作っていくことは重要であり、その重要性が示さ

れた。今後は生息環境と移動分散の実態を明らかにして行く必要があ

る。 

（２）情報収集のセッション（漁業者による情報取得）では、ipad

による水深、水温等の物理環境データが取得できるシステムになって

いるが、現状では資源管理や漁場管理の利用に限定しており、水深や

水温の情報を有効に利活用はしていないのが現状である。今後検討し

ていく必要がある。 

（３）要因把握のセッションでは、各講演者に対して解析でのポイン

トについて意見が求められた。各講演者から、現場をよく知ること、

対象とする生物の背景をしっかり理解していること、適切な調査方法
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閉会 

を確立することなどが挙げられた。 

 

業務推進部渡部部長より、閉会が宣言された。 

 

 

 

その後の処理等 当日の配付資料をもとに議論の概要等を追記し、再整理した上で、報

告書として関係者に配布する予定である。 
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開 催 趣 旨 

 

沿岸域の開発による水産生物の生息場所の減少や生育環境の悪化、温暖化など地球規模

での環境変化などに伴い、生態系ネットワークや物質循環に機能低下が生じ、沿岸域の生

産力が低下している。もともと、沿岸域は、水産資源の豊富な場であった。しかし、1980

年代末をピークに沿岸漁業の漁獲量は減少し、回復の兆しが見えないため、水産庁は水産

環境整備という新たな施策を実施しているところである。 

現況を打開するためには、水産資源の生産機能を阻害する要因を特定し、阻害要因を除

去・緩和する必要がある。そのためには、①対象海域の水産資源が、どのようになってい

るのか、また、その水産資源を取り巻く、波・流れ、水質、餌などの海洋環境が、どのよ

うになっているか、十分理解する必要がある。最近、高精度化や技術開発が著しい観測測

器や IT技術などの導入とリアルタイムによるデータ取得、そのデータに基づく数値シミュ

レーションによる予測技術が目覚ましく向上し、海洋環境をより正確に把握出来るように

なった（情報収集）。次に、②取得したデータを GISなどで可視化するとともに、これらの

データを用いて、はじめに、対象とする水産生物の好適環境条件を明らかにする。続いて、

各地先がこの好適環境条件に対して、何が、どれだけ不足しているのか、資源回復を阻害

している要因とその量を統計モデルによって明らかにする必要がある（要因把握）。これら

の結果に基づいて、③阻害要因の除去・緩和方法を具体的に検討し実施する必要がある。

このためには、コンクリートの人工構造物に限らず貝殻など未利用資源の有効利用や、ハ

ードに限らずソフト対策も積極的に利用する必要がある（対策実施）。 

本推進会議では、情報収集と要因把握を中心に話題提供いただき、計測技術の高精度化

に伴い新たに得られた情報をいかに収集・解析し、阻害要因の特定につなげ、具体的な対

策を効率よく講じていくための体系について議論する。 
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（１）水産環境整備の推進について 

水産庁漁港漁場整備部計画課 中西 豪 

 

１．はじめに 

 寒流と暖流がぶつかり合う等の好条件にある我が国の周辺水域は、豊かな水産資源に恵まれた、

世界の主要漁場の一つである。（独）水産総合研究センターによる「我が国周辺水域の漁業資源評価」

によると、評価の対象魚種（系群）のうち、資源水準が高位のものが約２割、中位が約４割、低位

が約４割となっている。こうした状況下にあって、水産資源の回復や生産力の向上を図るため、生

産の場としての漁場の保全・創造のみならず、生態系全体の生産力の底上げを目指し、水産生物の

成育の場等としての機能の強化・充実と水域環境の改善を図ることが喫緊の課題となっている。 

 このような背景の下、平成 24 年 3 月に策定された第 3 次漁港漁場整備長期計画においては、東

日本大震災を踏まえた「災害に強く安全な地域づくりの推進」、「水産物の安定的な提供・国際化に

対応できる力強い水産業づくりの推進」の他、「豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進」の３

本の柱に基づき、今後５年間で新たに概ね 11 万トンの水産物を増産することを目指し、水産環境

整備を推進しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-１我が国周辺水域の資源水準 

図-2 漁港漁場整備長期計画の概要      

２．水産環境整備の推進 

 我が国漁場整備は昭和 27年より事業化され、昭和 51年に策定された漁場整備開発法に基づく沿

岸漁場整備開発計画により、総合的かつ計画的に公共事業としての漁場整備が行われてきた。従来

型の漁場整備は、沿岸漁業生産の下支えに一定の役割を果たしてきたが、水産生物の動態や生活史

への配慮や海域が有する環境収容力の知見、また、環境や資源の変動を踏まえた整備の柔軟性が不

十分との指摘を踏まえ、海洋・沿岸域における生態系全体の生産力の底上げを目指し、水産生物の

動態及び生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する「水産環境整備マスタープラン」の策定

を推進している。具体的には、これまでの「点」的な考え方から「面的」、「空間的」に対象範囲を
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捉え直し、資源や環境の変動を踏まえて柔軟に対応するため、モニタリングの充実等を図っている。

平成 25年 12月現在、全国で６地区においてマスタープランに基づく漁場整備が行われており、第

3次漁港漁場整備長期計画の計画期間（H24～H28）において概ね 20地区において策定することを

目標としている。 

 

図-3 水産環境整備マスタープランの概念と現在の取り組み状況 

 

３．その他の施策 

 そのほか、水産資源の増大を図るため、排他的経済水域において、国が漁場整備を行う「フロン

ティア漁場整備事業」を推進するとともに、国民への水産物の安定供給と藻場・干潟等の有する公

益的機能の維持を図るため、「水産多面的機能発揮対策」により漁業者や地域の住民等が行う藻場・

干潟等の保全活動等を支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 フロンティア漁場整備及び水産多面的機能発揮対策の概要 
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（２）播磨灘水産環境整備マスタープランについて 

 

 

岡崎知治（岡山県農林水産部水産課）、森本利晃（兵庫県農政環境部水産課） 

向井龍男（香川県農政水産部水産課） 

 

１．はじめに 

 

 播磨灘は、瀬戸内海の東部に位置し、瀬戸内海の中では伊予灘、周防灘に次ぐ海域面積（3,426km2）、

を有しており、小型機船底びき網漁業、船びき網漁業、小型定置網漁業等が行われています。漁獲

量は、兵庫県、香川県、岡山県の漁船漁業で年間12,000トン程度となっています。3県の漁業の対

象魚種は、同じ種が多く、また入会操業等が行われていることから、播磨灘を広域に移動する魚種

は、共通の資源と言えます。そこで、播磨灘における魚介類の資源増大を効果的に進めるため、3

県が共同で、「播磨灘水産環境整備マスタープラン」を策定しています。 

この水産環境整備マスタープランは、平成 22 年度に水産庁が創設した「豊かな海を育む総合対

策事業」に基づく計画です。 

 

２．経緯・目的 

 

 これまで、地方自治体が行う漁場整備は事業主体となる都道府県等が各地先海域を対象として魚

礁の設置や増殖場の整備等を行ってきました。しかし、魚類の多くは県境を越えて広域に回遊した

り、成長段階に応じて生息場所を変えることから、生活史に配慮した生息環境の整備が必要であり、

また、効果的であると考えられてきました。 

平成 16 年度に兵庫県知事と岡山県知事による会合と香川県知事と岡山県知事による会合が相次

いで行われ、県域を越えた海域環境の修復について意見交換され、合意がなされました。翌年には、

水産庁の呼びかけもあり、3 県で漁場整備についての検討を始め、現地調査等の結果を踏まえて、

平成23年8月に「播磨灘水産環境整備マスタープラン」を策定しました。 

播磨灘水産環境整備マスタープランは、播磨灘海域における水産生物の餌料生物量の増大や水産

生物の生息適地の拡大等を通じて、海域全体の生産力の底上げを目指しています。具体的には、多

くの水産生物の産卵場、餌場、育成場等として利用されている沿岸域やこれに通ずる浅海域におい

て、既存の良好な環境の保全、保護、餌料環境や底質等の改善等を行うものですが、さらにこれら

良好な環境を連続的に配置することで生態系全体の生産力の増大に寄与するものと考えています。 

そこで、まず播磨灘全域に広く分布し、成長に伴い回遊しながら沿岸から沖合までの多様な環境

を利用することが分かっており、近年の高水温や低酸素等の環境変化の影響を受けやすいマコガレ

イを代表として、播磨灘における成長段階毎の分布状況と各県のマコガレイの生息場としての課題

等に応じた環境整備を行うこととしております。 
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３．マスタープランの策定にあたって 

 

①指標種の選定と現状把握 

これまでの漁場整備は数種の対象魚種を選定し、

対象種の資源の増産を目的としていましたが、水

産環境整備マスタープランでは海域の生産力の底

上げを目的としていることから、マコガレイは指

標種としての位置づけとしています。いわば、3

県の取り組みにより、播磨灘の環境が良くなり、

マコガレイ資源が増加した状態は、播磨灘の生産

力も増加していると考えられる「物さし」として

の役割を持たせています。  

魚種の選定にあたっては、3 県で漁獲対象とな

っている、ある程度の生態や分布の知見がある、

播磨灘で滞留・移動していると考えられている、

環境改善による効果が反映されやすいことなどが

選定の視点となりました。播磨灘で漁獲対象とな

っている22種のうちから、3県で漁場整備事業の対象となっている種、栽培漁業の対象となってい

る種、資源回復計画の対象となっている種を整理して行いました（図1）。 

その後、3 県が所有するマコガレイの資源・漁獲状況、漁獲する漁法とその漁場、資源管理や栽

培漁業の取り組み内容、産卵期と産卵場の情報、幼稚魚の生息場情報、成魚の生息場情報について

整理・共有（図 2）し、各県が独自に調査等して把握している既存の増殖場、藻場の情報や海域の

環境情報については、潮流（潮流図：海上保安庁）や底質（沿岸海域土地条件図：国土地理院）等

の資料と合わせて、GISによるデータ整理を行いました。 

その結果、マコガレイは3県とも漁獲量が減少しており、漁獲の大半が1歳魚であることが分か

り、幼稚魚の移動経路や産卵場の知見が不足している等の課題が抽出され、またその共有ができま

した。 

 

②現地調査の実施 

知見が不足している幼稚魚の移動経路や産卵場について把握する調査を行い、効果的な整備手法

について検討しました。まず、現状から想定される要因分析を行い、次に3県の漁業者へマコガレ

イの分布状況等についてヒアリングを行いました。産卵場については、ヒアリングやヒアリングに

基づいた現地調査により、各県が把握していた箇所に加えて新たに判明した箇所もあり、15ケ所の

産卵場が確認された一方で、逆に、かつて産卵場とされていた箇所が、現在では産卵が確認されな

い箇所もありました（図3）。産卵場の特徴は、岸に近く、底質が礫又は砂礫質の潮通しが良い、水

深5～30mの水域であり、産卵親魚については小型機船底びき網漁業だけでなく、刺網漁業や定置

網漁業で漁獲されている実態も判明しました。 

また、産卵場からの仔魚の拡散シミュレーションを実施し、産卵場と着底場の関係を把握しまし

た。その結果、産卵場が確認できなかった岡山県の地先には、香川県小豆島の産卵場と兵庫県淡路

【図 1 魚種選定時に検討した魚種一覧】 
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【図 2 3県の既存の情報を整理した資料の一部】 

島西岸の産卵場由来の仔魚割合が多いことが推測され

ました（図4）。 

実際の稚魚の着底状況を把握するために、着底時期

の3月～4月に3県の着底場所と考えられる水深10m

以浅の海域において、潜水等による調査を行いました。

その結果、各県とも着底が確認され、着底場所の底質

は、シルトに貝殻が混じった状態、シルト～砂、砂～

砂礫等でした。また、構造物等を設置している既存の

増殖場や岩礁域は、その周辺の海域よりも稚魚密度が

高く、餌生物量が多いことが分かり、稚魚の生息場を

整備する対策手法の一つとして考えられました。 

小型機船底びき網による幼稚魚の移動分布調査では、

岡山県海域のアマモ場周辺等に着底した稚魚が、水温

の上昇する 7 月頃に水深 20m 以深へ移動していると

考えられ、また、兵庫県海域では 8～9 月頃に高水温

や低酸素水域を避けるように移動し、環境条件が緩和

される海域に高密度域を形成していました。10～11

月になると、幼魚は岡山県、香川県海域ではほとんど

確認されませんでしたが、兵庫県海域を中心に分布が

見られました。12月～1月になると、大型個体が産卵

場周辺において確認されました（図5）。 

【図 3 ヒアリングと現地調査で確認された産卵場】 

【図 4 仔魚の移動シミュレーション】 
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【図 5 マコガレイの移動・分布状況】 

４．現在の事業実施状況 

 

ヒアリングやシミュレーション、現地調査等で得

た情報から播磨灘におけるマコガレイの成長段階毎

の移動経路を整理（図 6）し、3 県が各県地先にお

いて、移動や資源増大に影響を与えていると考えら

れる制限要因の緩和に向けて、漁場整備を実施する

こととしています（図 2）。 

 兵庫県の西播磨地区では、夏場の低酸素水域によ

り、マコガレイの幼稚魚の生息場が制限されている

ことから、低酸素水域において幼稚魚の逃避場を確

保するため、海底に2mの高さのマウンドを設置し、

さらに餌場機能や隠れ家機能を有する構造物を配置

することとしています（図8）。 

 岡山県の東備地区では、着底場及び幼稚魚の生息場

となるアマモ場が減少していることから、アマモの生

育に適した浅場を造成し、アマモ場周辺に餌場や隠れ

家となる構造物を設置しています（図9）。 

 香川県の小豆地区では、着底場や幼稚魚の生息場と

なる浅場が少ないことから、限られた浅場の生息場機

能を高めるために、投石やガラモが生育しやすい構造

物の設置による幼稚魚の生息場を整備しています。 

【図7 漁場整備に関する施策一覧（MP抜粋）】 

成長段階に合わせた整備内容

：産卵場

：着底期～稚魚期の生育場

：低酸素水塊
（8～9月）

＜産卵場の保全＞
・産卵場の保護または拡大

＜育成場整備＞
・保護育成礁の設置
・藻場・干潟の整備

＜高水温期の滞留場整備＞
・流況改善
・餌料培養効果のある
滞留施設の設置

【図 6 播磨灘におけるマコガレイの移動経路図】 

※5月下旬に岡山県海域で確認された稚魚は7月下旬に成長しながら水深の深い海域に移動している。8月下旬～9月中旬頃には兵庫県たつの市付

近は低酸素水域となりマコガレイが確認されていないが、10月中旬頃には東側から移動してきている。産卵期の12月下旬頃には産卵場となる

家島付近に大型個体が見られる。 
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【図 8 兵庫県西播磨地区の増殖場予定海域におけるＤＯの観測結果と増殖場計画図】 

※数字は、海底からの観測高さ。海底から 2m の高さ

では、2mg/Lが1日以上続かない。 

【図 9 岡山県東備地区のアマモ場面積の推移とアマモ場減少要因に対する対策の考え方】 

昭和20年代(590ha) 昭和46年（82ha) 昭和60年(12ha)

①現状

●光環境
海面直下を100%とした場合の相対光量
が30%以下（水深DL-1.4m以深）は光
不足により枯死
●波浪環境
波高0.6m以上になると波力により流失

②浅場の創出 ③静穏域の創出

●波浪環境
消波施設の設置により波浪環境改善

●光環境
海砂等による地盤の嵩上げ
石材による砂止めの潜堤
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５．今後の課題 

 3 県による取り組みは始まったばかりであり、広大な播磨灘海域全体の生産力の底上げを図って

いくためには、持続的な取組にしていく必要があります。そのため、現在実施している各地区の取

組の効果を検証するとともに、整備地区間の相乗効果等を確認し、複数県が連携することによる上

乗せ効果を明確にしていくことが重要と考えています。また、漁場整備の成果は主に漁獲量の増産

効果で示すことになっていますが、生産力の底上げ効果を成果として判定するための新たな成果指

標の開発も必要を考えております。現在、取組内容についての情報共有や共通課題等について3県

を中心に議論していますが、新たな調査手法や整備技術についての情報を入手しつつ、このような

課題の解決や次なる取組について検討を行っていきたいと考えています。 

 

 

参考文献 

播磨灘海域入会漁場構想検討委員会資料（平成18年12月11日) 

複数県による漁場整備総合計画の策定業務報告書（平成21年3月）（財）漁港漁場漁村技術研究所 

播磨灘水産環境整備マスタープラン行政・研究機関連絡協議会資料（平成24年5月21日） 

播磨灘水産環境整備マスタープラン（平成25年4月） 
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（３）今も利用されている漁場環境評価メッシュ図 

遠藤進（公益社団法人日本水産資源保護協会） 

 

 

１．はじめに 

沿岸海域の漁場環境保全を検討するにあたり、水産生物の生産状況、それを取りまく漁場環境の

状況を海域全体としてマクロに把握するため、当該海域における漁業、水産資源、漁場環境等に関

する情報を各方面から収集し、利用しやすく整えることが重要である。漁場環境評価メッシュ図で

は、収集した情報をメッシュ区分した海域へ配分して 5段階評価で図化することによって、当該海

域の漁場環境の保全に資するための基礎資料とすることを目的としている。 

当協会では、平成６～１９年度の間、水産庁委託事業等により、次の各海域について漁場環境評

価メッシュ図の作成を行った。成果物は関係県庁水産主務課、水産試験場等に配布した。 

 

瀬戸内海 （平成６～10年度） 

東京湾  （平成 11年度） 

豊後水道 （平成 12年度） 

響灘  （平成 13年度） 

若狭湾  （平成 14年度） 

有明海  （平成 15～16年度） 

八代海  （平成 17年度） 

伊勢湾及び周辺海域（平成 18～19年度） 

 

２．調査の概要 

漁場環境及び漁業生産の分布の観点から以下の項目についてそれぞれ作図を行った。 

【漁場環境】 

 水産生物の生活史を通じて関連の深い項目として水深、底質、人工魚礁、増殖場、藻場、干潟及

び保護水面を指標とし、収集した既往資料から、その結果を各メッシュに振り分けて表示した。底

質は海底における砂、岩などの質を 5区分で、また水深は深さを 5段階区分で表わした。それら以

外の項目については、造成規模や面積をそれぞれ 5段階に区分して評価した。 

【漁業生産】 

 漁業（養殖）種類及び魚種毎の生産量を指標として、各漁協への漁場範囲の聞き取り調査を行っ

た。その結果を基に統計資料から得られる漁獲量を各メッシュ（1 メッシュのサイズは、緯・経度

に沿って 1分格子（東西方向約 1.6㎞、南北方向約 1.8㎞））に振り分けて累積し、各メッシュの生

産量レベルを5段階区分して、その水域における漁業種類及び魚種毎による漁業生産の評価とした。 
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例として、伊勢湾について作成したメッシュ図を次に示す。 

 

１）漁場環境評価メッシュ図 

水深、底質、人工漁礁、増養殖場、アマモ場、アマモ場以外の藻場、干潟 

 

２）漁業生産評価メッシュ図（漁業種類別漁獲量） 

漁獲量総計、小型底びき網（手繰第 3 種（貝けた網））漁業、小型底びき網（手繰第 3 種（貝けた

網（水流噴射式）））漁業、小型底びき網縦びきその他（まめ板）漁業、いわし船びき網漁業、しら

す船びき網漁業、いかなご船びき網漁業、さより船びき網漁業、しらうお船びき網漁業、固定式刺

網漁業、囲刺網漁業、きす流し網漁業、小型定置網（角建網）漁業、ふぐ類はえ縄漁業、ひき縄釣

漁業、一本釣漁業、簡易潜水器漁業、採貝漁業、うなぎ筒漁業、あなごかご漁業、かにかご漁業、

たこつぼ漁業 

 

３）漁業生産評価メッシュ図(養殖種類別収穫量) 

海面養殖総計、のり類養殖（支柱式）、のり類養殖（浮流式）、わかめ類養殖 

 

４）漁業生産評価メッシュ図(魚種別漁獲量) 

魚類計、マス類、コノシロ、イワシ類、アジ類、サバ類、ブリ類、ヒラメ、カレイ類、エソ類、ア

ナゴ類、ハモ、タチウオ、エイ類、マダイ、クロダイ、イサキ、サワラ類、ボラ類、スズキ類、フ

グ類、イカナゴ、キス類、ウナギ、メバル類、アイナメ、カワハギ、シラウオ、カマス、サッパ、

サヨリ、ヒイラギ、コチ類、ハゼ類、エビ類計、クルマエビ、サルエビ、シバエビ、ヨシエビ、カ

ニ類計、ガザミ類、モクズガニ、貝類計、ハマグリ類、アサリ類、バカガイ、トリガイ、アカガイ、

タイラギ、ミルクイ、ツメタガイ、ニシ、シジミ、イカ類計、コウイカ類、アオリイカ、タコ類計、

マダコ、イイダコ、テナガダコ、ナマコ類、シャコ 

 

 

３．調査方法 

（１）委員会の設置 

 事業を進めるにあたっては、本分野に関する知見の豊富な学識経験者（関係県の試験・研究担

当者、大学等）からなる「漁場環境評価メッシュ図策定検討委員会」を設置して指導、助言を受

けた。 

 

（２） データソース（平成１７年度八代海の例） 

１） 漁場環境評価メッシュ図 

① 水深 

根拠資料：ＪＯＤＣ統合水深データ（J-BIRD）（1991～2000 年測量データ、国土交通省海上

保安庁） 

② 底質 
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根拠資料：ＪＯＤＣ統合水深データ（J-BIRD）（1991～2000 年測量データ、国土交通省海

上保安庁） 

③ 人工魚礁 

根拠資料：魚礁台帳（水産庁、(社)全国沿岸漁業振興開発協会、平成元年及び平成７年）

に記載されている昭和 50年度～平成 5年度の 19ヶ年分、漁場整備情報ＧＩＳ化調査報告

書（（財）漁港漁場漁村技術研究所、平成 17年 3月）の平成 6～14年度の 9ヶ年分のデー

タを使用した。 

④ 増養殖場 

根拠資料：養殖場台帳（水産庁、(社)全国沿岸漁業振興開発協会、昭和 62年及び平成 2年

3月）、増殖場台帳（水産庁、(社)全国沿岸漁業振興開発協会、昭和 60年、昭和 63年及び

平成 2年 3 月）及び増養殖場台帳（水産庁、(社)全国沿岸漁業振興開発協会、平成 7年 3

月）に記載されている昭和 46年度～平成 5年度までの 23ヶ年分のデータ、熊本県資料（平

成 10年度～17年度）を使用した。 

⑤ 藻場 

根拠資料：熊本県資料（平成 12年）、第 4回自然環境保全基礎調査報告書（環境庁、平成

9年 7月） 

⑥ 干潟 

根拠資料：第 4回自然環境保全基礎調査報告書（環境庁、平成 9年 7月） 

⑦ 保護水面 

根拠資料：熊本県資料 

２）漁業生産評価メッシュ図 

根拠資料：「漁業種類別漁獲統計結果表」及び「養殖種類別収獲統計結果表」 

     漁協ヒアリングによる漁業種類別魚種別操業実績図 
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図１ メッシュ図例 

「平成１６年度漁場環境評価メッシュ図－有明海－」より「漁業生産評価メッシュ図(魚種別漁獲量)コノシロ」 
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（４）沖合漁業における漁場情報の収集と解析 

渡邉一功（一般社団法人漁業情報サービスセンター） 

 

１．はじめに 

 沖合を広く回遊する魚類は、海況の影響を受けやすく、漁況は日々変化する。一般社団法人漁業

情報サービスセンター（以下 JAIFC）では、主に衛星・漁船・市場から、漁場に関する情報の収集

を行い、解析を行い、漁業者をはじめとする漁業関係者に情報提供を行っている。ここでは、JAFIC

にて行っている情報収集の方法、解析方法、提供方法について説明する。漁場に関する情報として、

①海況情報（水温や流れがどのようになっているか）、②漁況情報（どこでどのような物がどの程度

獲れているのか）がある。 

 

２．海況情報の収集と提供 

JAFICでは、漁船やフェリーからの水温情報や、衛星情報を利用して海況情報を収集し、解析し

て提供している。ここでは海況情報の収集方法と、提供方法について説明する。 

①衛星を利用した海況情報の収集 

衛星を利用した海況情報として、海面水温を測定するもの（赤外線センサーを使用するものと、

マイクロ波を使用するもの）と海面の高さを測定するものがある。 

 赤外線センサーを使って海面の水温を測定する物としては、NOAA衛星で、センサー名はAVHRR

がある。マイクロ波を使用して海面の水温を測定する物としては、水循環変動観測衛星「しずく」

で、センサー名はAMSR2がある。それぞれの特徴は、以下の通りである。 

・NOAA衛星：センサー名 AVHRR 

昼、夜に数回日本周辺を撮影する。１日１回は確実に日本周辺のデータを得ることができ、空間

解像度：1km で、0.1℃の精度があるため、詳細な海の状況を得る事ができる。赤外線センサーを

使って海面水温を測定するために、雲がある部分は、測定できないのが欠点である。 

・水循環変動観測衛星「しずく」GCOM-W1：センサー名 AMSR2 

 2012 年 5 月に打ち上げした最新の衛星である。およそ 2 日で全球カバーするため、日本周辺は

1-2日で大体カバーすることができる。日本周辺での受信可能な衛星通過時刻は 13:30と 1:30頃の

前後 2時間。観測幅 1600kmぐらい。水温のスケールは 0.01℃刻みだが 0.5℃程度の誤差を含んで

いる。マイクロ波を使用して水温を観測するため、雲の影響を受けにくいのが特徴である。ただし、

沿岸周辺のデータは使用できない。JAFICでは準リアルで受信し、沿岸周辺まで補完した情報を提

供している。 

 海面の高度を測定する衛星には、様々な物がある。代表的な物は、Jason-1 衛星で、センサー名

は Poseidon 2である。この海面高低画像から、流れや渦の位置、下層の構造が推測できる。JAFIC

では、渦の位置や流れの情報を提供している。 

 

②船舶を利用した海況情報の収集 
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衛星情報を補完するためにも、漁船などの船舶からの水温データは重要となる。JAFICでは、漁

船やフェリーを使って表面水温のデータを収集している。これらの情報は、漁業無線局等から FAX

等を使って入手する方法と、船に設置したパソコンを使い航跡水温を入手する方法がある。航跡水

温は、フェリーおよび漁船から入手している。フェリーによる観測は、JAFICが実施している物で

3隻、他に情報交換として他機関から入手する物が数隻ある。漁船については、JAFICが提供して

いる漁業向け海況・気象情報サービス 海洋ナビ「エビスくん」の利用者のうち、ユーザの了承を

得る事ができた船から入手している。フェリー、漁船ともに、船に設置してある GPS および水温

計からの情報を、シリアル通信ポートを使ってNMEA-0183フォーマットで船に設置したパソコン

に収集し、パソコンに収集した水温データを、1 日 1 回程度、船舶電話や衛星回線を使い、インタ

ーネットで JAFICに送信する方法である。 

 

③海況情報の提供 

衛星を利用した海況情報として、海面水温を測定するものには赤外線センサーを使用するものと、

マイクロ波を使用するものがある。それでは、どちらの情報を使えば良いか。NOAAは、雲がある

と情報が得られないという欠点があるものの、AMSR2 とくらべて詳細な海の状況を得る事ができ

る。さらにNOAAは、昼、夜に数回日本周辺を撮影するために情報の更新頻度は高くなる。AMSR2

は、NOAAに比べて空間解像度は落ちるものの、雲の影響が少ない。一方で、NOAA、AMSR2と

もに海面の水温を測定するため、例えば夏で時化がない時など、極表層部分のみの温度を示す事が

ある。このように、NOAA・AMSR2ともに、どちらも長短があり、完璧な物ではない。JAFICで

は、NOAA、AMSR2それぞれの情報を提供し（図 1）、さらにNOAA、AMSR2、実測水温（船舶

測定水温等）を組み合わせて、日曜祝日を除く毎日、表面水温分布図（高精度水温日報図）を作成

して配信している（図 2）。さらにこれらの情報に加え、渦の位置や流れの情報、気象情報を提供し

ている。漁業者に対して、各種情報の特徴や欠点を説明し、漁業者それぞれが各種情報を組み合わ

せて活用している。 

これらの情報は、パソコンを使った海洋ナビ「エビスくん」を使ってユーザに送信している他、

パソコンを設置していない船に対しては、FAXを使い、表面水温分布図を送信している。 

 

３．漁況情報の収集と提供 

①漁況情報の収集 

漁況情報は、漁船から直接聞き取る方法、市場から入港隻数や水揚量等を直接入手する方法、市

場に水揚された水揚物を測定する方法がある。漁船から直接聞き取る場合には、入港した船に対し

て直接聞き取りを行う方法と漁船に直接連絡をして状況を聞き取る方法がある。いずれの場合でも、

いつ、どこで、何回操業して、何を、どの程度漁獲したか。また魚体のサイズ、群の大小、群の集

まり具合はどうであったか。周囲に何隻ほど操業し、潮流やうねりなどの操業条件はどうであった

か。可能な限り情報収集する。漁業者が現場で感じる状況把握は、長年の経験をもとにした物が多

く、魚の来遊状況を判断するための重要な情報となり、今後の漁況を予測するためにも非常に重要

な情報となる。 

JAFICでは、主要な市場において、毎日の入港隻数、水揚量、銘柄、価格等の情報を入手してい
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る。市場にお願いして情報を FAX やインターネット等で送ってもらう方法や、電話等で直接ヒア

リングする方法がある。主に沿岸で操業する漁業については、市場からの水揚情報を解析する事に

より、群の来遊状況を判断する事ができる。 

市場に水揚された水揚物を測定する方法は、非常に手間がかかるが、生物的な情報を直接入手す

る事が可能となるため、重要な情報となる。例えば魚の太り具合、小型魚の混じり具合等で魚の動

きを推測し、漁船の動きを推測する事が可能となる。例えば秋に漁獲した魚の太り具合が悪かった

場合には、魚群の南下が遅れる場合がある。また小型魚が多く混じり、価格が悪い場合などは、漁

船は他の場所へ移動する可能性がある。 

 

②漁況情報の解析と提供 

現在 JAFIC では、アジ、さば類、いわし類、スルメイカ、サンマについては、魚種別速報とし

て 1～2日毎にFAXにて情報提供している。またその他の魚種を含めた日本周辺の情報を毎週１回、

FAX にて提供している。市場における水揚情報は、インターネットを使い、「おさかなひろば」と

いう名称で公表している。この他、得られた漁況情報や海況情報を分析し、漁況の短期予報も行っ

ている。 

漁況の予報を行う際には、はじめに簡単な作図を行い、目視で現状の把握を行う。次に過去や前

期と比較する。一番簡単な方法は、表面水温図の上に漁場位置を重ね合わせた図を作成し、年比較

や旬比較を行う方法である。例として、まき網によるさば類の漁場位置と表面水温分布を示す（図

3）。この図は、2012年 10月上旬と中旬、2013年 10月上旬と中旬について、さば類漁場位置と表

面水温分布を重ねた物である。作図後、それぞれどのような所が異なるか解析する。例えば 10 月

上旬について 2012 年と 2013 年とで比較する。2013 年の方が全般的に水温は低い。また 2013 年

は金華山沖まで漁場が南下している。三陸沖における漁場は、両年ともに親潮第一分枝に沿って形

成されている。10月中旬についても、同様の事が言える。これらのことから、さば類は南下する際

に親潮第一分枝に沿って南下し、水温が低いほど（親潮第一分枝が発達しているほど）魚群の南下

が早い可能性がある事がわかる。このような解析を行い、関係がある現象（今回の場合だと表面水

温とさば類の南下）に注目して予測モデルの開発を行う。 

 

４．漁船からの情報を扱う点の注意点 

漁船からの漁況の聞き取り情報や漁船の航跡水温情報など、漁船から得る情報については、扱い

い注意する必要がある。例えば、他船に対して自分がどこで操業しているか教えたくない、あるい

は仲間の船には教えても良いけど他の漁業種類を営む漁業者には教えたくない等、漁業者側の都合

がある。また船別にどれだけ漁獲したか等、漁業者の収益がわかるような情報については提供した

くないという要望も強い。漁船からの情報については、情報の公開前に調整する必要がある。例え

ば各船の航跡がわからないように加工する、情報の提供タイミングを遅らせる、個別の収益がわか

らないように工夫する等、考慮が必要である。漁業者が漁場で感じている情報は非常に有益であり、

うまく活用するためにも、あらかじめ漁業者との意思統一が必要である。 
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図１．「エビスくん」による水循環変動観測衛星「しずく」の提供例 

 

図２．「エビスくん」による高精度水温日報図提供例 
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図３．10月上旬と中旬におけるまき網によるさば類漁場位置と表面水温分布（2012年・2013年） 
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（５）流動数値解析を用いた沿岸域の海洋環境と生物生産の予測最前線 

杉 松 宏 一 (水産工学研究所) 

 

１．はじめに 

海洋における数値モデリング技術は、観測による検証データを比較的豊富に有する気象モデリン

グとは異なり、観測の困難さのため実データが少なくその開発が遅れていた。しかしながら、ARGO

計画や衛星データの充実、データ同化技術の進歩を受けて、近年の海洋数値モデリングは飛躍的な

躍進を遂げている。現在運用・公開されている JCOPE(Miyazawa et al., 2009)や FRA-ROMS 

(http://fm.dc.affrc.go.jp/fra-roms/index.html)、あるいは DREAMS(Kawamura et al., 2009, 

Nakada et al., 2010)では日本列島南岸における黒潮流路や日本海における対馬暖流の分枝流など

も再現され、北太平洋スケールの外洋域から陸棚縁辺までの海洋循環がより現実的に表現可能とな

った。ただし、これらの海洋数値モデルの空間解像度はおよそ 1/12°(日本近辺でおよそ 7～10km)

であるため、陸棚縁辺から沿岸域にかけての近海や内湾スケールの現象にこれらの結果を直接用い

ることは難しい。今後の海洋数値モデリングでは、ますますの高解像度化(ダウンスケーリング)が

求められることが予想される。 

一方、沿岸域の数値モデリングは、観測データの蓄積が未だに少なく発展途上にあるが、前述の

海洋モデルを境界条件とする高解像度モデルの開発が始まっており、黒潮前線上の擾乱に伴う急潮

予報(Isobe et al., 2012)や黒潮の離接岸に起因する外洋性水塊の底層進入(Sugimatsu and Isobe, 

2011)など、外洋の海洋変動が内湾域へ波及する現象を表現可能な沿岸数値モデルが出始めた。我々

の研究グループでは、1kmスケールまで高解像度化された沿岸数値モデルを開発し、実海域に適用

して沿岸域の物質循環や低次生態系の理解、あるいは水産資源の生態プロセスの解明に取り組んで

いる。本稿ではその一例として、瀬戸内海を対象とする沿岸数値モデルによって再現された海洋環

境と、その結果を応用した水産生物の生態プロセス解明への適用事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図‐ 1 瀬戸内海モデルの計算領域 
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２．沿岸数値モデル(瀬戸内海モデル)の概要 

モデルは Princeton Ocean Model (Mellor, 1998)をベースとした中山ら(2009)のモデルを使用す

る。計算領域は瀬戸内海を中心とし、南北 234 km、東西 421 kmとした（図-1）。豊後水道及び紀

伊水道を開境界とし、天文潮位を与えて潮汐を駆動した。また、外洋の変動をモデル内に取り込む

ため、JCOPE データセットに独立行政法人水産総合研究センターが所有する観測データを取り込

んだ FRA-JCOPE再解析データを使用し、水位、流速、水温および塩分を開境界条件として与えた。

気象条件にはメソ数値予報モデルGrid Point Valueデータ(気象庁、以下GPV-MSM)を用い、毎時

の風向、風速、気温、気圧、及び雲量の空間分布を時

空間で線形補間しモデルに入力した。ただし、全天

日射量については気象庁の気象観測データを使用し

ている。 

河川の流入条件は、瀬戸内海へ流入する沿岸の 1

級河川(21 河川、国土交通省各河川事務所)に加え、 

2 級河川を含む全 243河川の流量及び栄養塩負荷量

を与えた。2 級河川の流量は、近隣の 1 級河川流量

に流域面積比を乗じて推定し、水温及び栄養塩負荷

量は近隣 1級河川と同じ水温と濃度を与えた。その

他、モデルの諸条件を表-1に整理する。 

  

３．沿岸数値モデルで表現される海洋環境 

(1) 数値モデルの再現性 

数値モデルを構築する際には、その再現性の検証を精緻に行う必要がある。瀬戸内海モデルの再

現性検証には、瀬戸内海沿岸各県水産試験場より提供頂いた浅海定線データ及び瀬戸内総合水質調

査データ(全 438地点、図は省略)を用い、水温および塩分場の定量的な評価を行った。表層水温は、

観測地点や季節によるバラツキが小さく良好な再現性が得られているが、平均誤差(Mean Error、

バイアス)は 1.2 °C 程モデルの方が高め(図-2 内左図)、底層水温も同様に 1.2 °C 程高い傾向に

ある(図は省略)。塩分は季節や海域によるバラツキが大きく、二乗平均平方根誤差(Root Mean 

Square Error、以下 RMSE)では 1.16 

PSU の誤差評価となる(図-2、右図)。底

層の塩分のRMSEは 0.5 PSU程であり

(図は省略)、表層塩分の再現性が本モデ

ルでは課題として挙げられる。また、定

性的な評価ではあるが、瀬戸内海全域に

おける平均流場が再現されていることが

確認されている(杉松ら( 2012))。 

 

  

計算領域 南北 234km, 東西 421km 

水平解像度 1000m × 1000m 

鉛直解像度 σ座標 10層 

河川 1, 2級河川 (流量, 栄養塩) 

開境界条件 

潮汐 

水位, 水温, 塩分 (FRA-JCOPE) 

栄養塩： 水温より推定 

NO3：0.95μmol/L ( <40m depth) 

50-2.6*水温(℃) μmol/L 

( >40m depth) 

PO4：NO3/14 μmol/L 

気象条件 

全天日射量： 気象観測所 

風向, 風速, 気温, 気圧, 

相対湿度, 雲量： GPVデータ 

 

表- 1 瀬戸内海モデルの諸条件 

10 20 30
Observed temperature (oC)

10

20

30

S
im

u
la

te
d

 t
em

p
er

at
u

re
 (

o
C

)

28 30 32 34
Observed salinity (PSU)

28

30

32

34

S
im

u
la

te
d

 s
al

in
it

y
 (

P
S

U
)Surface Temperature

ME=+1.23 oC
RMSE=1.75 oC

Surface Salinity
ME=+0.11 PSU
RMSE=1.16 PSU

図‐ 2 表層水温(左図)と表層塩分(右図)の精度 
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(2) 外洋と沿岸の相互干渉について 

太平洋に面した日本沿岸では、外洋の黒潮流路の

変化と密接に関係した外洋性水塊の進入現象が頻繁

に見られており、瀬戸内海においては表層に黒潮起

源の暖水が流入する豊後水道の急潮や紀伊水道の振

り分け潮、または両水道の底層周辺にみられる冷水

塊の底層進入が知られている(Takeokaら, 1988，兼

田ら, 2002，Sugimatsuら, 2011)。これらの外洋性

水塊の進入は、栄養塩の供給を、あるいは枯渇を生

み、沿岸域の物質循環や低次生態系を理解する上で

非常に重要な役割を果たしているため、本モデルに

おいても適切に表現できているか評価を行う必要が

ある。 

まずは豊後水道における冷水塊の底層進入に注目

する。モデルにより再現された豊後水道底層水温は、

密度成層が強化される夏季に 15 日周期の変動成分

が卓越しており、朔望周期に一致した周期で水温が

変動していることが分かった(図は省略)。例えば小

潮期にあたる 9 月 14 日(図-3 上図)には 22 °C 以

下の冷水塊が舌状に外洋から豊後水道を北上してい

る様子が確認でき、一方大潮期にあたる9月24日(図

-3 下図)にはこの舌状の冷水塊は消滅し、流速も数 

cm/s程と小さい。豊後水道の冷水塊進入は、夏季の

密度成層が強化される小潮期に発達し、大潮期に消滅

することが知られており、瀬戸内海へ進入する外洋性

水塊の流入過程は本モデルでも再現されていると言える。 

次に豊後水道の急潮現象に注目する。そもそも急潮とは黒潮前線の擾乱によって引き起こされる

ものであるが、開境界の入力データとして使用している FRA-JCOPEデータでは黒潮前線の擾乱が

十分解像されていないため、本モデルでも急潮を再現することは不可能である(図は省略)。急潮現

象を本モデルに取り込むためには、陸棚から陸棚斜面を時空間的に高解像度化し、黒潮前線の擾乱

を表現する必要がある。 

 

４．沿岸数値モデルを用いた生物生産の予測への取り組み 

(1) マダイ発生初期の生態プロセス 

水産資源の管理を強化することを目的として、水産生物の卵から幼稚仔魚、成魚の回遊に至るま

で、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の時空間的な把握が求められ

ている。瀬戸内海において有用な水産生物として名高いマダイ(Pagrus major)は、その成長や食性、

分布特性などに関する先行研究も多いが、産卵による卵の発生からふ化・幼稚仔魚に至るまでの発

図‐ 3豊後水道下層における小潮期の水温分

布(上図)と大潮期の水温分布(下図) 
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生初期の生活史については、養殖に関連する室内実験を除くと、その観測の困難さから不明な点も

多い。そのような背景の中、Zenitaniら(2009)は瀬戸内海中央部の燧灘(図-1 下図中、赤線部)にお

いてサンプリングを行い、燧灘ではマダイ浮遊卵の発生は 5月に最盛であること、燧灘北西部にお

いて多くの卵が採取されたことなど、詳細な時空間変動を示している。ここでは Zenitaniら(2009)

で示された観測結果に注目し、前述の数値モデルを利用してマダイの産卵場を推定し、観測より得

られたマダイ卵の空間分布を再現することを試みる。 

(2) 方法 

沿岸数値モデルで計算された流動場を用い、時間軸を順方向と逆方向に遡る双方向粒子追跡法を

活用し産卵場の推定を試みる。手法の概念図を図-4に示す。まず産卵場として考慮すべき範囲を特

定するため、Zenitaniら(2009)の各観測点から粒子を放出し、時間軸を逆方向に遡って粒子を追跡

する逆方向粒子追跡計算を行った。マダイの卵は分離して浮遊する分離性浮遊卵として知られてお

り、マダイ卵のふ化にかかる 3日間は放出粒子が表層付近に留まって浮遊するよう条件を付与した。 

 次に、産卵場となりうる範囲内において産卵場の推定

を行った。島本(2006)は、マダイの産卵場は流れが速く

かつ渦が形成されるような複雑な地形を持つ海域である

と考察している。したがって、本研究では産卵場となり

うる範囲内において、地形が複雑で流速の大きい地点を

マダイの産卵場とした。 

 さらに、推定された産卵場より粒子

を放出し、時間軸を順方向に追跡する

順方向粒子追跡計算を行ってマダイ卵

の時空間分布の把握を試みた。順方向

粒子追跡計算で得られたマダイ卵の空

間分布は、Zenitaniら(2009)の観測結

果と比較し精緻な再現性の検証を行い、

逆推定を用いて産卵数の推定を行っ

た。 

(3) 結果 

・マダイ産卵場の存在する範囲 

 前述の沿岸数値モデルの流動場を用いて、

Zenitaniら(2009)の観測点から放出した粒子を、

時間軸を逆方向に遡って追いかける逆方向粒子

追跡計算から得られた粒子の軌跡を図-5 に示

す。Zenitaniら(2009)の観測日に放出された粒

子の多くは燧灘内に存在しており、一部の粒子

が隣接する周辺海域へ到達している。粒子が一

つでも到達する範囲は全て産卵場となり得るが、

燧灘で採取されたマダイ卵の起源は、燧灘内、燧

産卵場 観測点

順方向

逆方向

２．卵・稚仔魚の分布を推定

４．逆問題として
産卵数を推定！

観測された卵稚仔分布
(Zenitani et al., 2009)

３．比較

産卵数がいくつであれば
説明できるのか…

１．産卵場，
産卵量を仮定

産卵数推定手法の概念
図‐ 4 マダイ産卵場・産卵数推定手法の概略 

図‐ 5 マダイ産卵場が存在する範囲 

(逆方向粒子追跡計算結果 
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灘西部の来島海峡周辺や島嶼部、および東側

で播磨灘と接続する備讃瀬戸周辺に限られて

おり、他海域からの卵の流入はほとんどない

ことがこの結果より明らかである。 

・産卵場の推定 

次に、逆方向粒子追跡結果より示された範

囲内におけるマダイ産卵場を推定する。燧灘

西部の来島海峡や芸予諸島の島嶼部、備讃瀬

戸周辺で強い流速を示しており(図-6)、特に

来島海峡や備讃瀬戸では 1 m/sを超える強い流

れが確認できる。マダイの産卵場は、流れが速

くかつ渦ができるような複雑な地形を持つ海域

であることが知られており(島本、2006)、これ

らの海峡部や島嶼部がマダイ産卵場所の候補地

であることが示唆された。ここでは、特に流速

の強い 6地点(図-6中、A～Fの地点)を燧灘に流

入するマダイ卵の産卵場所と推定した。 

・マダイ浮遊卵分布の比較 

図-7(上図)に、Zenitani ら(2009)によって示さ

れた 5月上旬におけるマダイ卵分布の観測結果を、

図-7(下図)に順方向粒子追跡結果より得られた同

日のマダイ卵分布を示す。モデルの結果では燧灘

西部の来島海峡や芸予諸島に隣接する海域で多く

の卵が検出されているが、燧灘南東部において卵

は検出されていない。観測結果でも燧灘南東部に

おけるマダイ卵は少ないことから、モデルを用い

た計算でもこれを支持する結果となった。一方、

観測結果では燧灘西部海域のみではなく、北部の

備後灘との接続海域周辺においても多くの卵が検

出されているが、モデル結果では同海域周辺はマダイ卵の数は少ない。自然界におけるマダイの産

卵を思慮すると、産卵場所毎に卵の放出数も、産卵に適した時期も一定であるはずもない。観測結

果をより細密にモデルで再現するためには、産卵場所毎に異なるマダイの産卵数を考慮する必要が

あり、以下ではその補正を試みる。 

(4) 考察 1：マダイの産卵数推定 

図-7の結果を精緻に比較することによって、各産卵場における産卵数を逆推定することが可能で

ある。図-8に逆推定により求めた 5月上旬における各産卵場のマダイ産卵数を示す。燧灘西部の備

讃瀬戸海域が最も産卵数が多く、次いで燧灘北部の島嶼部周辺が多い。また来島海峡北部の産卵場

Bは産卵数 0となり、産卵場 Bから放出されたマダイ浮遊卵は燧灘で観測によって採取されたマダ

A

B C

D
E

F

図‐ 6 推定されたマダイ産卵場 

図‐ 7 採取されたマダイ浮遊卵(上図：観測値

(Zenitani et al., 2009), 下図:モデル結果) 
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イ浮遊卵に寄与しないことが分かった。 

(5) 考察 2：正味のマダイ浮遊卵分布 

 図-9に産卵場の産卵数に応じて補正をかけた、５

月上旬におけるマダイ浮遊卵の空間分布を示す。観

測されたマダイ浮遊卵(図-7 中、上図)は燧灘北部海

域で多く採取されているが、本結果では燧灘北部の

島嶼部の背後海域、および西方の備讃瀬戸周辺で多

く見られる。観測結果からは読み取ることができな

かったこれらの海域に、より多くの浮遊卵が存在し

ていた可能性がある。 

 

５．結論 

瀬戸内海を対象とした沿岸数値モデルでは、

外洋の黒潮流路に起因した豊後水道底層にお

ける冷水塊進入を表現可能であるが、急潮の

ような黒潮前線の擾乱に起因する現象は表現

できないことが示された。これは黒潮前線周

辺の空間解像度に起因する問題であり、今後

の沿岸数値モデリングの課題として残る。 

沿岸数値モデルを利用したマダイの初期生態プロセスの解明では、時間軸を順方向に、或いは時

間軸を逆方向に遡って粒子を追いかける双方向粒子追跡計算を用いてマダイ卵の起源推定を試み、

燧灘におけるマダイ卵の起源は、燧灘西部は来島海峡や芸予諸島の島嶼部を起源とする卵の影響が

大きいこと、燧灘北部から東部にかけては備讃瀬戸周辺を起源とする卵の影響が大きいことが示さ

れた。さらに逆推定により各産卵場の産卵数の推定が可能となり、観測結果から推定不可能なマダ

イ浮遊卵分布を示すことができた。ただし、本モデルの空間解像度では表現できないマダイ産卵場

が存在する可能性も示唆されたため、モデルの流動場の再現性の検証を鑑みつつ、さらなる産卵場

の推定手法を開発する必要がある。 
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（６）iPadを活用した水産資源の可視化と水産資源管理の取り組み 

 

和田雅昭（公立はこだて未来大学） 

 

１．はじめに 

著者らは IT を活用した海洋環境の可視化と水産資源の可視化による沿岸漁業支援に取り組んで

いる．本報では，後者の取り組みのひとつであるデジタル操業日誌を用いたマナマコの資源管理に

ついて紹介する．北海道西部に位置する留萌では，毎年夏季に桁曳き網漁によるマナマコの漁獲が

行われている．マナマコの漁獲は 30年以上前から行われているが，2003年以降，中華料理の高級

食材として需要が増したことによりマナマコの価格が高騰し，漁獲量が急増したことからマナマコ

の枯渇が心配されていた．図 1 に留萌における 1985 年以降のマナマコの漁獲量と漁獲高の推移を

示す．2003年の 80トンをピークに漁獲量は減少傾向にあることから，著者らは 2007年から 2009

年の漁期に留萌の全 16隻のナマコ桁曳き網漁船のうち 3隻にGPSの位置情報を記録するデータロ

ガーを設置し，漁業者がノートに記入した漁獲量と航跡を照らし合わせることで，面積密度法によ

る資源量推定を実施した．その結果，マナマコの資源量も減少傾向にあることを示した．そこで，

著者らは資源量推定を漁業者主体の資源管理に活用することを目的としてリアルタイム水産資源管

理システムの開発に取り組んだ．このシステムはデジタル操業日誌システムと船舶モニタリングシ

ステムから構成され，CPUEは日単位で，資源量推定の結果は週単位で更新される．現在では，漁

業者は獲り残す資源量を決定し，資源量推定との差をその年の漁獲許容量として自主的な資源管理

に取り組んでいる．また，CPUEの推移を指標として漁期の切り上げ時期を調整している．その結

果，2011年以降，マナマコの資源量は順調に回復しており，著者らの提案するリアルタイム水産資

源管理システムの有用性が示された． 

 

 

図 1 マナマコの漁獲量と漁獲高の推移 
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２．リアルタイム水産資源管理システムの開発 

２．１ 資源管理の概要 

底生生物であるマナマコの資源管理は，漁獲量ではなく保存量をコントロールすることで行われ

る．すなわち，翌年のために一定量の資源を獲り残すという考え方である．そのためには，漁期始

めの資源量である初期資源量をできるだけ早い時期に，できるだけ正確に推定する必要がある．そ

こで，著者らは 2010 年にリアルタイム水産資源管理システムの開発に取り組んだ．このシステム

は iPad を活用したデジタル操業日誌システムとユビキタスナビを用いた船舶モニタリングシステ

ムから構成される．いずれも携帯電話回線でインターネットに接続しており，デジタル操業日誌シ

ステムからは操業情報と漁獲情報が，船舶モニタリングシステムからは位置情報がリアルタイムで

サーバに送信される．2010年は留萌の全 16隻のナマコ桁曳き網漁船のうち 3隻に，2011年は 10

隻に，2012年は全 16隻にリアルタイム水産資源管理システムを導入し，週単位のリアルタイム資

源量推定を実施している． 

ナマコ桁曳き網漁は明瞭な漁法であり，図 2左に示す桁網を投網したのち低速で約 1時間曳航し

（図 2右），揚網するというサイクルが 1回の操業となる．この操業を 1日に 8回前後繰り返す．

デジタル操業日誌は iPad のアプリケーションとして開発したものであり，漁業者は投網時，揚網

時にそれぞれ 1回画面をタップすることにより自動的に時刻が記録される．また，漁獲したマナマ

コを選別したのち，画面上に表示されるテンキーを用いて漁獲量を樽数単位で入力する．このよう

に，1回の操業で iPadを 3回操作するだけで，操業情報と漁獲情報をサーバに送信することができ

る．また，ナマコ桁曳き網漁船にはデジタル操業日誌とは別に，新たに開発したユビキタスナビを

搭載している．ユビキタスナビは船舶に搭載されているGPSに接続することによって 10秒毎の位

置情報を自動的にサーバに送信する船舶モニタリングシステムのセンサノードである．位置情報に

はタイムスタンプが含まれていることから，サーバ上でデジタル操業日誌から送信された操業情報

と関連付けることにより容易に漁場を抽出することができる．そして，漁場の面積で漁獲量を按分

することで面積密度法による資源量推定が可能となる． 

 

   

図 2 桁網（左）と桁網の曳航（右） 

 

２．２ デジタル操業日誌システムの開発 

デジタル操業日誌のレイアウトは，漁業者が手書きで記した操業日誌を参考にレイアウト案を作
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成し，漁業者へのヒアリングを重ねることにより決定した．ヒアリングでは投網，揚網，漁獲，天

気，風向・風速，流向・流速など，多数の項目が入力項目として挙げられた．最終的には，資源量

推定に必要となる最低限の項目である投網，揚網，漁獲のみを入力項目とし，備考欄を設けること

で，必要に応じて天気などの情報を記録できるレイアウトとした．これは，デジタル操業日誌を操

作する漁業者の中には PC に不慣れな漁業者，または，高齢の漁業者が含まれることを考慮し，誰

でも使えるデジタル操業日誌の開発を目指したためである．なお，漁業者からの要望により，のち

に放流という項目を追加している． 

また，入力用のアプリケーションと閲覧用のアプリケーションを別々に開発した．入力用のアプ

リケーション（図 3左）は画面遷移がなく，起動すると当日の入力画面が表示される．これは，同

一のアプリケーションとした場合には，過去のデータを閲覧したまま意図せず当日のデータで上書

きしてしまい過去のデータが消失することを防止するためである．一方で，入力用と閲覧用のアプ

リケーションは同じレイアウトとしており，一目で関連するアプリケーションであることがわかり，

配色で両者を明瞭に区別している．黄色のヘッダが入力用であり，朱色のヘッダが閲覧用である．

閲覧用のアプリケーション（図 3 右）ではデータが入力されることがないため iPad らしいインタ

フェースによる画面遷移を採用した．右上に表示されている日付をタップすることでカレンダーが

表示され閲覧したい日を選ぶことができる．また，左方向にフリックすることで翌日のデータを，

右方向にフリックすることで前日のデータを閲覧することができる．さらに，当日の合計漁獲量だ

けではなく，当日までの累計漁獲量も表示される． 

 

   

図 3 入力用デジタル操業日誌（左）と閲覧用デジタル操業日誌（右） 

 

２．３ 船舶モニタリングシステムの開発 

 資源量推定を行うためには，操業情報と漁獲情報に加えて位置情報が必要となる．そこで，位置

情報を収集するセンサネットワークシステムを構築した．ナマコ桁曳網漁船には GPS プロッタと

呼ばれるナビゲーションシステムが装備されていることから，GPS プロッタから出力される

NMEAセンテンスを受信して電子メール形式でデータを送信するセンサノード「ユビキタスナビ」

（図 4左）の開発を行った．ユビキタスナビは手のひらサイズの大きさでデータ通信カード，モバ

イルルータ，組み込みプラットフォームの 3つの機能をオールインワンにまとめたものである．ナ

マコ桁曳網漁船の航跡を解析するためには，1分毎の位置情報では不十分であることから 10秒毎の
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位置情報を送信している．図 4 右は著者らが開発した航跡表示のための iPad アプリケーション

「marine PLOTTER」を用いて僚船の航跡を表示したものある．Wi-Fi＋3G（Cellular）モデルの

iPad を所有する漁業者であれば僚船の位置情報や航跡をリアルタイムで確認しながら効率的な操

業を行うことができる．また，水産試験場や漁業協同組合においても，さらには，家庭でも容易に

操業の様子を把握することができる． 

 

   

図 4 ユビキタスナビ（左）と僚船の航跡（右） 

 

３． リアルタイム水産資源評価システムの活用 

漁業者は獲り残す資源量を決定し，資源量推定の結果との差をその年の漁獲許容量としている．

そのため漁期のできるだけ早い時期に初期資源量の推定値を収束させることが求められている．

2012年以降は全 16隻のナマコ桁曳き網漁船にリアルタイム水産資源管理システムを導入したこと

から，短期間で初期資源量の推定値を収束させることができている．図 5に 2011年と比較した 2012

年の初期資源量の推定値の推移を示す．最終的な推定資源量の 90%に達するまでに 2011 年は 22

日間の操業日数を要しているのに対し，2012年は半分の 11日間となっている． 

 

図 5 初期資源量の推定値 
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2012年には推定資源量の経年変化を考慮し，漁業者は計画的な漁期短縮を実施した．2013年は

漁獲可能量を合計で 48トン，1隻あたり 3トンと設定した．しかしながら，デジタル操業日誌シス

テムにより CPUEをリアルタイムで把握することができることから，漁業者は CPUE の低下を理

由に漁期の早期切り上げを実施し，合計漁獲量の実績は 40トンにとどまっている．その結果，表 1

に示すようにマナマコの資源量は 2010 年をボトムとして回復傾向にある．図 6 は漁獲圧をコンタ

図として可視化したものである．このように，時系列のグラフとして，または，空間的なマップと

して加工した情報をリアルタイムで漁業者に提示することによって著者らは資源管理を支援してお

り，漁業者は自らの判断で資源管理，資源保護に取り組んでいる．なお，僚船間では全 16 隻のデ

ータをまとめて解析した結果を共有しており，1隻毎のデータを解析した結果については IDとパス

ワードで管理し，個別に配信している．また，船舶モニタリングシステムにより位置情報を共有し

ているため漁場の効率的な利用と協調的な操業が実現している． 

 

表 1 マナマコ資源量の推移（推定値） 

西暦 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

資源量（トン） 83.2 66.6 58.7 60.0 85.0 89.9 

漁獲量（トン） 63.8 42.6 33.8 30.6 41.3 40.2 

獲残量（トン） 21.9 24.0 24.9 29.4 43.7 49.7 

資源量の前年比 - 0.80 0.88 1.02 1.42 1.06 

 

 

図 6 漁獲圧の可視化 
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４． おわりに 

著者らの取り組みは，IT漁業の先駆的な取り組みとして注目を浴びている．図 7のように，留萌

の漁業者は日常的に iPadを活用し，マナマコの資源管理に取り組んでいる．2012年は留萌に隣接

する鬼鹿で 7隻のナマコ桁曳き網漁船がデータロガーとデジタル操業日誌システムを導入した．ま

た，北海道東部に位置する雄武でも 4隻のホタテ桁曳き網漁船にデジタル操業日誌システムと船舶

モニタリングシステムを導入した．さらに，茨城県，神奈川県などからも導入に向けた問い合わせ

が届いている．水産資源量の減少，漁業者数の減少，高齢化が進むなか，資源保護と効率的な操業

を支援する IT漁業は今後急速に普及するものと考えられる．  

このように積極的に情報を共有し活用することよって漁業者の勘と経験までが数値化され，それ

らもまた新たな情報となり大きな価値を生み出す．著者らの取り組みは，水産資源の持続的な利用

の両輪となる水産資源の保全と漁業生産力の確保に寄与するものと考えている． 

 

   

図 7 iPadを活用する留萌の漁業者 
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（７）汽水域生態系の形成を阻害する要因 

 

鈴木啓太（京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所） 

suzuki.keita.3r@kyoto-u.ac.jp 

 

1．はじめに 

 河口域は水産資源生物の成育場として認識されているが，河口域において特に成育場とし

ての価値が高い水域を特定し，優先的に保全・管理を進める取り組みは緒に就いたばかりである

（Beck et al. 2001）．著者はこれまで，有明海の魚類の生産性と多様性の高さを支える生態学的基

盤を究明するため，有明海奥部に流入する筑後川の河口域において仔稚魚とその食物となる動物プ

ランクトンの調査を行ってきた．その結果，低塩分汽水域に濁度極大が発達すること（以下，濁度

極大域），その付近にカイアシ類とアミ類が高密度に生息すること，仔稚魚はこれを巧みに利用して

成育することが明らかになった．濁度極大域は日本一の干満差を誇る有明海に特有の環境であり，

有明海の豊かな魚類生産を支える不可欠な要素と考えられる．著者はさらに，筑後川に近接する緑

川と球磨川の河口域および韓国西岸の錦江の河口域において調査を行った（表1）．その結果，濁度

極大域が安定的に発達し魚類成育場として十分に機能するには，干満差ばかりでなく河口堰の位置

と運用方法が重要であることが示された．今回はこれらの研究成果を紹介しながら，汽水域生態系

の形成を阻害する要因として見落とされてきた事柄を中心に話題を提供する． 

 

表1：比較調査を行った河川の概要 

河川名 河口の位置 流域面積 

（km2） 

流路延長 

（km） 

感潮域の距離 

（km） 

最大干満差 

（m） 

筑後川 有明海奥部 2860 143 23 5.4 

緑川 有明海東部 1100 76 8 5.0 

球磨川 八代海奥部 1880 115 6 4.3 

錦江 黄海東部（韓国西岸） 9810 396 8 6.0 

 

 

2．筑後川の濁度極大域生態系 

 筑後川は阿蘇山に発し有明海奥部に注ぐ九州最大の河川であり，有明海に流入する淡水の

約半分を供給している．河口付近の最大干満差は5 mを超え，干潮時には広大な干潟が広がり，満

潮時には海水が河川に入り込む．なお，筑後大堰（河口から23 km上流）より下流側の区間は潮汐

により水位と流速が変化する感潮域にあたる．筑後川河口域は海苔養殖や採貝漁業の適地として，

また，日本では有明海のみに分布するいわゆる有明海特産種の主生息地として知られているが（佐

藤 2000），漁獲対象種と希少種を同時に養う豊かな生態系の仕組みはよく分かっていない． 

 著者は筑後川河口域の生物を育む母胎として濁度極大域に注目し，この水域の生態系の構

造を究明してきた．濁度極大域には潮汐振動とエスチュアリー循環流の作用により微細な鉱物粒子
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とともに陸上植物と植物プランクトンのデトライタスが集積される（Suzuki et al. 2012a）．また，

この水域の環境に特化した生態を備える有明海特産の動物プランクトン（カイアシ類 Sinocalanus 

sinensisとアミ類Hyperacanthomysis longirostris）が周年にわたり高密度に生息する（Suzuki et 

al. 2009, 2012b, 2013）．そのため，沿岸性魚類を代表するスズキLateolabrax japonicusの稚魚は

春季に筑後川を遡り，秋季に有明海へ降るまで濁度極大域の動物プランクトンを摂食して成長する

（Suzuki et al. 2008a, b）．一方，有明海特産の遡河回遊魚であるエツCoilia nasusは夏季に濁度

極大域の上流側において産卵し，仔稚魚が濁度極大域の動物プランクトンを摂食して成長した後，

有明海へ降るという生活史を持つ（Suzuki et al. in press）．このように濁度極大域は有明海特産魚

をはじめとする様々な魚種の成育場として重要な役割を果たしていると考えられる．これら一連の

研究により植物デトライタスを起点とし，動物プランクトンを介して仔稚魚につながる有明海特産

種を中心とした濁度極大域生態系の骨格構造が明らかになった（図1）． 

 

 

 

 

 

 

 

図1：筑後川の濁度極大域生態系の骨格構造 

 

3．河口堰の位置について 

 一般に，干満差が大きく感潮域の距離が長い河口域ほど濁度極大域が発達する（Uncles et 

al. 2002）．著者は筑後川の濁度極大域生態系に対する理解を深めるため，筑後川に近接する緑川と

球磨川の河口域において物理環境と動物プランクトンの調査を行った．なお，緑川と球磨川は河口

堰が比較的下流に設置されているため，干満差は大きいが感潮域の距離は短いという特徴を持つ（表

1）．調査の結果，緑川には濁度極大域が存在するものの筑後川ほどには発達しないこと，球磨川に

は安定した濁度極大域は存在しないことが明らかになった（Suzuki et al. 2012a）．また，緑川と球

磨川の河口域の動物プランクトンは夏季に多く冬季に少ないという明瞭な季節変動を示し，周年に

わたり高密度を維持する筑後川の濁度極大域の動物プランクトンとは異なっていた（Suzuki et al. 

2013）． 

 筑後川と緑川および球磨川の河口域において見られた濁度極大域の発達の違いは河口域

の勾配や底質などの影響も受けていると考えられるが，河口堰の位置の違いを強く反映している可

陸上植物 

植物プランクトン 植物デトライタス 

特産動物プランクトン 潮汐振動 

淡水流入 

濁度極大域 

スズキ稚魚 エツ稚魚 

特産アミ類 特産カイアシ類 
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能性が高い．すなわち，筑後川の河口堰は比較的上流に設置されているため，濁度極大域が安定的

に発達し魚類成育場として十分に機能している．これに対し，緑川と球磨川の河口堰は比較的下流

に設置されているため，濁度極大域が発達せず魚類成育場として十分に機能していない．なお，有

明海奥部に流入する六角川（感潮域の距離29 km，最大干満差6. 0 m）には筑後川と同様に濁度極

大域が発達し，有明海特産魚をはじめとする様々な魚種の成育場として重要な役割を果たしている

（Yagi et al. 2011）． 

 

 

4．河口堰の運用方法について 

 有明海特産種は日本では有明海のみに分布するが，同種または近縁種が中国や韓国の沿岸

に分布している．このことから，有明海特産種は，日本列島が大陸から分離した後に大陸沿岸と類

似した環境が保たれた有明海のみに生き残った個体群であると考えられている（佐藤 2000）．著者

は筑後川の濁度極大域生態系の「原型」を求めて韓国西岸の河川を調査した．韓国西岸の大部分の

河川において河口堰は河口付近に設置されていたが，錦江においては河口堰より下流側に8 kmの

感潮域が存在した（図2）．しかし，河口堰から大規模な放水が不規則に行われる結果，錦江河口域

は放水時には完全に淡水化する一方，止水時には完全に海水化するほど環境変動が激しいことが分

かった（Suzuki et al. 2010）．なお，錦江河口域において有明海特産種やその近縁種は採集されず，

筑後川の濁度極大域生態系の「原型」を確認することはできなかった． 

 筑後川においては出水が起こると濁度極大域は消失し，動物プランクトンと仔稚魚も流失

するが，数週間後には概ね出水前の状態に回復する（鈴木ら 2009, Suzuki et al. 2012b, in press）．

感潮域の距離が長く，河岸湿地や河口干潟が残されていることが濁度極大域生態系の出水に対する

柔軟性を高めている可能性がある（cf. Ueda et al. 2004）．一方，筑後川においては渇水にあたり上

流域のダムの貯水を利用して最低限の河川流量を確保する取り組みが行われている（中村 2003, 

井山 2007）．これは，秋季から冬季に養殖海苔に栄養塩を供給することを第一義とするが，春季の

アユ遡上や夏季のエツ産卵にも配慮した取り組みである．実は，濁度極大域に特化した生態を備え

る動物プランクトンが正常に再生産を行うためにもある程度の河川流量が確保されている必要があ

る（Suzuki et al. 2009, 2012b）．これらのことから，濁度極大域が発達し仔稚魚の成育場として十

分に機能するには河口堰の位置ばかりでなく河口堰の運用方法や周辺環境の保全も重要であること

が分かる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2：韓国西岸における典型的な河口堰（左）と錦江河口堰の遠景（右） 
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5．まとめ 

 著者は有明海の豊かな魚類生産を支える不可欠な要素として濁度極大域生態系に注目し

研究を進めてきた．その結果，濁度極大域生態系は感潮域の距離が長く，流量が極端に変動しない，

干満差の大きな河口域に存在することが示された．濁度極大域は有明海の魚類成育場として高い価

値を持つことから優先的に保全・管理すべきと考えられる．有明海に流入する河川に限らず，河口

堰の位置と運用方法は汽水域生態系に重大な影響を及ぼし，様々な水産資源生物の成育を脅かす可

能性がある．したがって，河口堰を設置しても魚道さえ確保すれば良いとするような考え方は見直

す必要があると思われる． 
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（８）農業用水路の生物多様性に影響を及ぼす人為改変された環境因子の探索 

 

秋山吉寛（国土交通省 国土技術政策総合研究所） 

 

１． はじめに 

 水田地帯は林・山地・

湖沼・河川など自然豊か

な地域と，人間活動の活

発な住宅地に隣接してい

るため，さまざまな景観

に生息する生物が見られ

る．そのため，水田地帯

では多様な生物相がみら

れる．淡水二枚貝に属す

るイシガイ類もそうした

生物の１グループである．

彼らは農業用水路に生息

し，多くの水生生物の生存基盤として機能し，生物多様性を豊かに保つ役割を担っている．貝の種

類によってその恩恵を受ける生物種が異なることから，より多種のイシガイ類がより多く生息でき

る水路ほど，全体の生物相は豊かになると考えられている(Vaughn & Spooner, 2006; Aldridge et al., 

2007)． 

水田環境は効率性を重視する農業の近代化と共に大きく変化した．それに伴い，イシガイ類を含

む水田生物の減少・絶滅する水路が増えてきた．本研究は農業用水路の生物多様性を回復させるた

め，キーストン種であるイシガイ類に注目し，まず，イシガイ類の保全が潜在的に成功しやすい重

点地域を選定し，次にイシガイ類の分布を制限する人為改変を受けた環境因子を明らかにした上で，

イシガイ類の存続に必要な保全対策を提案する（図1）． 

 

２． 方法 

１）イシガイ類の保全再生重点地域の選定 

イシガイ類の潜在的な生息適地の選定に必要な地図は，以下の手順で作成した．イシガイ類の分

布する地点の緯度経度（日本測地系対応）およびイシガイ類の分布を確認した年の情報を収集して，

データベースを構築した．このデータベースに記録された貝の採集年は 1980年から 2011年まで幅

広い．このデータベースから緯度経度情報を抽出してcsv形式のファイルとして保存した．次に，

国土交通省国土政策局国土情報課の公開している国土数値情報から「1986年土地利用 3次メッシュ

図1 イシガイ類を用いた生物多様性の再生に向けたプロセスの概要 



48 

 

データ（日本測地系対応）」をダウンロードし，KsjTool及び ArcGIS Version 9.2を用いて各地理

情報をアスキー形式のファイルに変換した．3次メッシュデータは 1km×1kmの範囲から得られた地

理情報の代表値等の値で各土地の特徴を示したデータである．下記２）の結果から，貝の分布を制

限する要因の空間分布様式は，地域スケールでは集落単位で存在することが明らかになっている．

滋賀県とその周辺における集落の平均面積を計算したところ，およそ 2.15km2だったことから，3

次メッシュは地域スケールのイシガイ類の分布制限要因の探索に適している．また，イシガイ類の

分布記録が1980年から 2011年まで広範囲にばらつくのに対して，地理情報は1980年代に得られた

ものである．このように，両者の年代がずれている状態で両者の関連性を調べることには問題があ

る．例えば，イシガイ類の消失や開発等による地形の変化によって，両者の関連性を解析する際に

ノイズが含まれることになる．国内のイシガイ類の7割は絶滅危惧種であり，年代の経過と共に全

体として減少傾向にあること，イシガイ類の消失した水域に関する報告に対して，イシガイ類の新

規加入による新たな生息場所の出現に関する報告が非常に稀であることの 2 点から，本研究では

1980年代より後に分布の確認された場所では，以前からイシガイ類が分布していたと仮定した．地

形の変化は 1980 年代以前から起こっていることは十分考えられるが，得られた貝の分布データは

1980年以降のものだったため，この地理情報を用いることとした．上記した csv形式の貝の分布デ

ータと，アスキー形式の地理情報データを，Maximum Entropy Species Distribution Modeling, 

Version 3.3.3eに導入し，最大エントロピーモデル(Maxentモデル)を作成した．このとき，貝の出

現確率と各地理情報の因子との関係について，一般化加法モデル（GAM）を用いて両者の関係をモデ

ル化した．また，貝の出現確率を決定する各地理情報の因子の重要度は，ジャックナイフ法を用い

て算出した Gain で示した．得られたモデルのパフォーマンスの高さは，AUC(Area under the ROC 

curve)を用いて評価した． 

 

２）イシガイ類の分布制限要因の特定 

調査は2010年から2011年にかけて，琵琶湖周辺の水田地帯を流れる水路で行なった．調査地点

は地点間の空間距離を 1km以上離し，合計 100地点を任意に選択して調査した．1地点あたりの調

査範囲は流程方向に50mとした．各地点において，人為的に変化し，二枚貝の分布を制限する可能

性のある8つの非生物的環境因子[水源のタイプ（湖水，ため池水，湖水＋河川水，河川水）：水質

と関係，水路の種類（用水路もしくは排水路）：二枚貝の餌となる植物プランクトンの密度と関係，

水路の規模（小水路もしくは幹線水路）：貝を含む流下物の堆積と関係，護岸タイプ（護岸なし，2

面護岸，3 面護岸）：底質や周辺の物理環境と関係，底質（砂礫，砂，泥，なし）：貝の生息場と直

接関係，泥上げの有無（あり，なし）：土砂の堆積と関係，一時的な水の有無（あり，なし）：水生

生物の生存に直接関係，生息場所タイプ（流水環境(≧1cm/sec)，止水環境（<1cm/sec））：二枚貝の

摂餌や呼吸に直接関係]を調べた．これらの環境因子は農繁期に調査した．一時的な水の有無（あり，

なし）と生息場所タイプはさらに農閑期も加えて調査した．イシガイ類の採集は各区間で 10分間以

上行ない，採れた貝は種を同定して記録した．さらに，1辺38cmのコドラートを1地点につきラン

ダムに10ずつ配置し，コドラート内部の土砂を目合い3mmのふるいにかけて貝を採集し，コドラー

トごとの貝の密度の値を平均して，各地点の貝の密度とした． 

イシガイ類の在不在と環境因子との関係の有効性は尤度比検定で調べた．一方，イシガイ類の種

数と環境因子との関連性は，ポアソン分布を仮定した一般化線形モデルを用いて調べた．さらにイ
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シガイ類の密度と環境因子との関連性は，ポアソン分布を仮定し，ランダム要因として集落を組み

込んだ一般化線形混合モデルで調べた．これらのモデルについて AICあるいはQAICを基準とするモ

デル選択を行い，イシガイ類の種数や密度と関連する環境因子を抽出した．尤度比検定で注目した

環境因子は，水路の規模，堆積物の有無，泥上げの有無，水の有無，生息場所タイプの 5変数であ

る．一方，2種類のモデルでは水源のタイプ，水路の種類，護岸タイプ，底質の 4変数を説明変数

として用いた．イシガイ類の種数を説明する各説明変数間の多重共線性の有無は，分散拡大要因

(VIFs)に基づいて評価した．イシガイ類の種数と密度の相関関係は，スピアマンの順位相関係数を

用いて確認した．データ解析には R.2.11.1(R Development Core Team 2010)を用いた． 

 

３． 結果 

１）イシガイ類の保全再生重点

地域の選定 

 イシガイ類の出現確率を説明

するモデルのAUCは0.909であ

り，予測精度のかなり高いモデ

ルを作成することができた．イ

シガイ類の出現確率を左右する

因子は，説明力の強さの順に並

べると河川密度，水田密度，森

林密度，建物用地だった．イシ

ガイ類の出現確率は河川密度と

水田密度に対して正の相関関係

を示した．これらの変数とは逆

に，森林の密度ではイシガイ類

の出現確率との間で負の相関がみられた．イシガイ類の出現確率は，建物用地面積が全体の面積の

20%に達するまでは増加したが，それ以上に上昇した場合，徐々に低下した．図2では，琵琶湖の西

岸寄りの調査地を含む東岸の広範囲にイシガイ類の分布に適した条件がそろっていることを示して

いた． 

 

２）イシガイ類の分布制限要因の特定 

13地点から少なくとも 6種類のイシガイ類（マツカサガイ，タテボシガイ，ドブガイ類，トンガ

リササノハガイ，カタハガイ，オバエボシガイ）が採集された．これらの全ての分類群で成貝と未

成熟貝の両方を確認することができた．この結果は，水田地帯の水路が成貝だけでなく，若齢の貝

の成育の場としても機能することを示している．貝を発見した地点の約 85%で，複数種のイシガイ

類の同所的な生息が確認された．また，これらの地点でのみ，未成熟の貝が発見された．この結果

は，若齢の貝の生育場所が，複数種の貝にとっても生育可能な場所であることを示した．イシガイ

類の密度と種数の間で、やや高い正の相関係数が得られた(ρ = 0.68)．イシガイ類の出現確率は水路

規模，水の有無，生息場所タイプ，底質の有無に従って有意に変化した(P < 0.05)．イシガイ類は農

図 2 Maxentモデルによって推定されたイシガイ類の出現確率

に基づいて色分けされたコンター図 
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閑期でも水路に流水環境が保たれる幹線水路のうち，土砂の堆積する場所にのみ出現した（図 3）．

モデル選択の結果，イシガイ類の種数はより排水路としての機能に特化した水路区間で多いことが

わかった． また，イシガイ類の密度は排水路に特化していることに加え，泥上げが実施されている

場所で高かった． 

 

４． 考察 

イシガイ類の出現確率は，河川，水田，

建物，森林の4種類の景観を用いることに

より，一定の水準で推定できることが分か

った．最大エントロピーモデルを活用し，

イシガイ類の分布確率を示すコンター図を

作成することによって，再生事業の成功確

率が潜在的に高い場所を抽出できるだろう．

抽出した地域の中で予備調査を行い，解決

しやすい局所スケールの問題に対して適切

な対策が取れれば，成果は得られやすい．

しかしイシガイ類の場合，解決すべき局所

スケールの問題は2タイプ存在することが

分かった．１タイプは二枚貝の在不在を決

定する非常に重要な環境条件（水路規模，

水の有無，生息場所タイプ，土砂堆積の有

無）であり，もう１タイプは貝の種数や密

度の増減に関わる環境条件（水路の種類，

底質）である．前者の問題がすべて解決できなければ，後者の問題に対していくら頑張っても成果

は得られないだろう．しかし，前者の問題の実行可能性は上に挙げた4種で大きく異なる．前者の

問題をより詳細に記述すると，①水路網の多くが小水路でできていること，②一定期間水路の水が

なくなること，③水の流入量が少なく止水環境であること，④土砂が堆積しないことである．これ

らに対する対策として，例えば通年通水をし，その際流量を調整して流水環境を作り出すことがで

きれば，②と③は解決できる．近年，防災等の目的で水田よりも水源の標高が低く，農繁期だけポ

ンプで揚水する水田が増えているが，水源の標高が水田よりも相対的に高い位置にあれば，この対

策はコストが少なく実行しやすい．その一方で，①を解決しようとすると水路構造を変化させる必

要があり，コストの面から実行するのは難しい．④は水路への土砂の堆積によって通水機能が低下

し，水が氾濫する危険性もあることから，農家や土地改良区の方々の理解を得るのは難しく，コス

トだけでなく，合意を得る点でも困難である．しかし，少なくとも①から④までのすべての問題を

解決しなければならないため，事業前の予備調査に基づいて効果の得られやすい場所を選択するこ

とが重要である．その際は，イシガイ類の種数の増加と関連する砂礫の堆積も念頭に置いておく必

要がある．本研究で得られた保全対策案は実施されることなく提案止まりだったため，上記した考

え方で本当に生物多様性の豊かな水路環境が再生できるかどうか，今後現場で検証する必要がある． 

図 3 イシガイ類の種数と環境因子の関係を示した

ひまわり図 
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（９）統計モデルを用いたアサリ好適環境条件の把握 

 

南部 亮元（独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所） 

 

１．はじめに 

 

 アサリは干潟浅海域を含む内湾・沿岸域に生息する二枚貝で、本邦において重要な水産資源であ

る。しかし、その漁獲量は 1980年半ばをピークに減少している。一方で、伊勢湾・三河湾を抱える

三重県と愛知県のアサリ漁獲量もピーク時の漁獲量より減少しているものの、全漁獲量に対する割

合は増加しており、近年では安定した漁獲量を確保できる海域であると考えられる（図 1）。 

 アサリ資源回復に向けた取組みの成果や指針は水産庁 1）やアサリ資源全国協議会 2）によって取り

まとめられており、成果が上がっている地先や海域は見られるが、全国的な資源の底上げにはつな

がっていない。これは、おそらくわたし達は、アサリが浮遊幼生の移動分散によって広域の漁場形

成に寄与していることは理解しているものの、実際にアサリ浮遊幼生が介する漁場全体のアサリ生

息環境の調査やその調査に基づく生息環境の評価が不十分であり、各地先でもっとも効果的な対策

の実施が困難であるためと考えられる。この問題点を解決するためには、アサリ浮遊幼生が移動分

散する湾・内湾スケールでの調査やアサリの生息に関わる環境モニタリングが必要となってくる。 

 本研究では、漁獲量が比較的安定している伊勢湾を対象海域として、水産庁と水産資源保護協会

が取りまとめた漁場環境評価メッシュ図 3）による大きい空間スケールと現地調査に基づく局所的な

空間スケールによるアサリの生息環境評価とアサリの好適な生息環境を作るための提案について紹

介する。 
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２．データセットの概要と構築 

 

２－１．漁場環境評価メッシュ図 

 水産資源保護協会で編纂された漁場環境評価メッシュ図は、伊勢湾海域だけでなく、有明海、瀬

戸内海や東京湾など日本の主要な内湾域の漁獲データをまとめている。また、これまでに公表され

ている藻場や干潟の面積、魚礁や海底基質などの環境データも収録されている。各データはすべて

6段階のランクデータとなっており、各格子(1分格子≒約 1.8km)にこれらの情報が格納されている

(図 2)。また、アサリの生息には波浪環境が強く関係しているため４）、同海域の格子サイズで夏季と

冬季の底面波浪流速を数値計算によって算出した。 

 

２－２．現地調査データ 

 水産基盤整備調査委託事業「アサリ資源回復モデルの開発と実証」(H24～)において平成 24年 10

月に実施したアサリ分布調査データを利用する。調査は 11 地区 1005 地点の調査を行っている(図

3)。そのなかでも漁場環境評価メッシュ図でランクの高い松阪地区 95地点のサンプリングデータを

利用する。各採集地点には殻長別のアサリの有無、底質、水深を調査データから取得し、波浪環境

の指標となるシールズ数を数値計算により算出した。アサリを除く環境データについては、松阪地

区の調査域にて 50mメッシュを作成し、調査地点のデータに基づいて空間内挿を行い、各メッシュ

に環境データを格納した。 

 

２－３．データセットの構築 

 図 4は本研究におけるデータセットの構築および

解析フローを示す。 データ構成は、(1)既存の漁獲

量を利用した格子データ情報、(2)衛星画像や音響測

量による快適質、水深データ情報、(3)モニタリング

による詳細な空間スケールでの生物分布や水質底質

などの環境情報、の 3つから構成される。それぞ

図 2 漁場環境評価メッシュ図-伊勢湾アサリの

ランクデータ 

図 3 アサリの現地調査区および松阪地区のメッシュ図

の概要 

図 4 データセットの構築および解析フロー 
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れの情報は、同じ格子サイズに収まるように GISを利用して空間内挿や空間結合によってデータセ

ットを構築する。漁獲量や環境データが格納されたメッシュデータを用いて一般化線型モデルなど

の統計的手法によって漁場環境の評価をして、その結果に基づき対策技術の提案や漁場環境創出た

めのモデル開発がすすめられる。 

 

 

３．解析方法 

 

３－１．一般化線型モデルによる評価 

漁場環境評価メッシュ図のデータ構造は、アサリおよび環境因子をランクに置き換えているため、

順位をもつ離散データとなる。そのため、アサリ漁獲量と環境データの関係性を予測するモデルと

して、アサリ漁獲量を応答変数、環境因子を説明変数とした一般化線型モデル(GLM)の多項ロジス

ティックモデルを採用した。現地調査データは、アサリの採集の有無と各環境データとの関係性を

予測するため、アサリの有無を応答変数、環境因子を説明変数として、一般化線型モデルのロジス

ティックモデルを採用した。現地調査では干潟域も調査対象としているため、波浪の影響の有無を

考慮して解析を行った。両者の解析とも、説明変数の全ての組合せについて計算を行い、AIC を用

いてもっとも当てはまりの良いモデルの選択を行った。 

 

３－２．アサリの好適環境評価 

 選択されたモデルの環境因子について、全てのメッシュについて漁獲ランク別およびアサリの有

無別の環境因子の頻度の抽出し、アサリの好適環境を決定し、アサリがいない場の環境要因につい

て、漁場造成費必要な対策ならびに対策する場の抽出を行った。 

 

 

４．結果 

 

４－１．一般化線型モデルによる

評価 

 漁場環境評価メッシュ図におい

て、アサリは「水深」「アマモ場の

面積」「冬の波浪環境」「海底勾配」

「干潟面積」と有意な説明変数と

して求められた。 

 現地調査において、波浪の影響

を受ける環境下では、アサリのど

の成長段階も水深が環境要因とし

て選択された。漁獲個体になると

波あたりや底質が新たに選択され

図 5 一般化線型モデルから得られた環境因子を用いて予測したア

サリ漁獲個体の出現頻度．(左)三渡川地区．(右)松阪地区 
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るようになった。一方、波浪の影響がない場において、20mm 未満の個体は、河口からの距離、す

なわち淡水の影響と泥分が説明変数として選択され、20mm 以上になると水深が選択された。一般

化線型モデルによって選択された環境因子から 20mm以上のアサリが採集される頻度のマッピング

を行うと図 5となる。図左の松名瀬地区はアサリの採集がほとんど期待できないことが分かる。一

方、図右の三渡地区は河口に近い干潟域において高確率で採集されることが分かる。 

 

４－２．アサリの好適環境評価 

 漁場環境評価メッシュ図において、一般化

線型モデルで選択された環境因子について漁

獲量が多い(200 トン以上)格子と少ない格子

(50 トン未満)を比較すると、アサリにとって

好適な環境は次の通りであると考えられる。

「水深が浅いこと」「アマモ場があること」「波

浪底面流速が小さい」「干潟があること」「海

底勾配は小さい」となる。漁獲量ランクの低

いデータの環境条件を見ると、10m以浅の浅

海域でありながら、メッシュ毎に波浪底面流

速や藻場干潟の有無が漁獲量の制限要因が異

なる(図 6)。 

 現地データにおいて、一般化線型モデルで選択された環境因子について、漁場環境評価メッシュ

図と同じアサリ漁獲サイズの出現頻度が高い格子(90％以上)と低い格子(25％未満)を比較すると、共

通の要因として「水深」「波浪環境」が挙げられ、別の要因として「中央粒径」「淘汰度」といった

底質環境が選択された(図 7)。選択された環境因子は連続データであるため、アサリ漁場にとって好

適な環境は抽出しやすい。水深であれば DL+0m~DL+0.5m、中央粒径は 0.4mm～0.5mm、淘汰度は

-1.4～-1.0、シールズ数は 0.3未満となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．モデルから得られる漁場造成の提案 

 

 では、どこに手立てを打たなければいけないか？シールズ数を事例として、手立てを行う場所を

GIS によって可視化すると図 8 のようになる。一般化線型モデルでアサリの出現頻度が 0.9 を超え

図 6 漁場環境評価メッシュ図からみたアサリ好適生息

環境評価と漁獲量を上げるための必要な対策 

図 7 現地データから一般化線型モデルで得られたアサリ漁獲個体に関連する環境因子 
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るときのシールズ数は 0.3未満となる。したがって、シールズ数 0.3以上の場所に手立てをすること

で漁場としての機能させることが可能となる。図右の松名瀬地区では浅海域のほぼ全てが強い波に

さらされていることが分かる。一方、図左の三渡川地区では松名瀬地区より漁獲個体が多く採集さ

れており(図 5)、浅海域への強い波の侵入を押さえることでより安定した漁獲が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．まとめ 

 

 本研究ではデータ型や解像度の異なる 2つのデータセットを利用して、一般化線型モデルによっ

てアサリ漁場に関わる環境因子を明らかにし、好適な生息環境を抽出した。その結果、1 回の調査

結果であるものの、概ね同じ結果が得られたことから、アサリ漁場は波浪や水深などの物理環境に

依存していることが伺える。漁場造成の提案については、解像度が粗いと具体的な場所の提案がで

きないため、対具体的な場所を提案するためには、解像度を上げた調査やデータ収集が必要であり、

また、具体的な目標値を提示するためには実数データとして解析を進めていく必要がある。 

対象とする水産種について湾・内湾スケールで現地データを収集することが困難である。そのた

め、漁場環境評価メッシュ図のようなデータ形式は問わずに統計学的に整理された漁獲量や漁場環

境データから漁場の特性を把握する方法は有効である。その後、対策するべき場の選定については

ズームを当てた調査を行い改めて解析することが望ましい。本研究では、アサリ漁獲個体を中心に

解析を進めてきたが、一般的にアサリは着底初期から稚貝期において大きく減耗し、特に波浪環境

によって生息場が左右される。4-5）稚貝の好適環境の把握についても漁場と同様のアプローチが有効

であると考えるが、着底場所や着底量は季節年変動が大きいため、時系列データの収集が重要とな

図 8 GISによって可視化されたシールズ数 0.3を超えるマッピング． 

(左)三渡川地区．(右)松名瀬地区． 
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る。水質や波流れは観測機器の発達によってデータ収集は容易になっているが、対象とする水産種

については、その生活史や生息環境に応じた空間スケールや時間スケールを決定するために地道な

調査を行う以外方法はない。今後は、水産資源の維持管理および回復するための効率的なモニタリ

ング手法や調査方法について開発していく必要がある。 
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（１０）個体群存続可能性モデルを用いた対象生物の生息環境修復技術 

 

夏原由博（名古屋大学環境学研究科） 

 

１. はじめに 

(1)  個体群存続可能性分析とは 

個体群存続可能性分析 PVA は、種や個体群の危機の状況を認識し、絶滅リスクを評価するための分析

であり、保護が必要とされる種や個体群が将来存続できる可能性はどれくらいなのか、そうした種がある期間

絶滅しないためにはどれくらいの個体数が必要なのか、という問いに定量的な答えを与える手法である。

PVAでは、絶滅リスクは 50 年とか 100 年といった一定期間内に個体群が絶滅する確率で示すことが多い。 

データが限られ、予測に不確実性のあるときには、より弾力的な意思決定をおこなうためにリスク分析とシナ

リオにもとづくアプローチが有用である。PVA は、ある環境条件の下で初期条件を与えられた個体群が一定

期間存続できる確率（あるいは一定期間内に絶滅する確率）を推定する手法であり、なかでも、希少種への

影響を考える場合に、個体群や種が直面している脅威の程度を推定し、環境保全措置の効果を絶滅リスク

の緩和という定量的な指標で評価することができる。 

(2) 野生生物の保護管理での適用例 

 PVA と最小存続可能個体数 MVP のアイデアは 1980 年代初頭に提案された（Shaffer 1981）。初期の

PVA は MVP に焦点が絞られており、Soule （1987）は何個体いたら十分なのか（How much is enough?）と

いう疑問文で著書の序言をはじめている。しかし、MVP は PVA のひとつの側面にしかすぎず、しかも推定

値の不確定さを拭い去れないため、後には絶滅危惧のランク付けや複数の保護管理手法の選択のための

手法として考えられるようになった。 

 PVA は、種や個体群の保護のためにどのような管理をすればいいか、また、予定されている事業が種や個

体群にどのような影響を及ぼすかといった実際的な場面への適用が急速に広まった。当時の研究には、ウミ

ガメの産卵場所である砂浜の保護と漁船による事故死からウミガメを保護するのと、どちらが個体数回復の

ためにより効果的かという問題の解析（Crouse et al 1987）、森林伐採がそこに生息するニシアメリカフクロウ

に与える影響の解析（Lande 1988）などがある。 

(3) 絶滅確率の精度と有効性 

 PVAはつぎのような場合に有効な手法とされている。(a)将来の個体群サイズの予測、(b)ある時間内に

個体群が絶滅する確率の推定、(c)どの管理方法あるいは保全戦略が個体群を最も長く持続させるかという

評価、(d)小さな個体群の動態について異なる仮定から得られる結果の予測。これらの目的に対して PVA

が実用的であるためには、結果の精度が保証されなければならない。現実的には上記４項目のうち (a)(b)

についてのみ精度がどの程度であるかを推定することが可能である。 

 これらの精度を評価するための方法はふたつある。ひとつは過去のデータを用いて、個体群サイズを予測

し、実際のデータと比較することである。もうひとつは、個体群サイズの観察値の分布を擬似絶滅確率の推

定値の分布と比較することである（Coulson et al. 2001）。Brook et al. (2000)は、この前者の方法を用いて精

度を評価、PVA は危機に瀕した種をカテゴリー化し管理するために意味があり十分に正確なツールであると

している。 
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(4) PVAはシナリオ分析に適している 

 PVA の精度に関しては懐疑的な意見も多い。PVA への批判は結果の妥当性や精度の評価がなされてい

ない点に集中している。Ludwig (1999)は、(a)絶滅確率推定値の精度が評価されていない、(b)モデルの

仮定に対する推定値の感度が明らかでない、(c)個体群の絶滅に影響としては決定論的な要因の方が重

要であることを指摘している。 

PVA が将来の個体群動態をうまく予測できるための基準として、(a)パラメータ推定に用いるデータが高

品質であることと、(b)データによって推定されたパラメータが将来においても適用可能であることとされる

（Coulson et al. 2001）。実際に、これらが満たされていることは非常に稀である。このように PVAの絶対値の

精度については、疑問を抱く見方が有力である。したがって、絶対値を問題にするのでなく、シナリオ間の相

対的な順位を評価すべきである。 

(5) PVAの種類 

 単一の個体群を対象とした PVA には、カウントデータによる推定方法、行列モデルによる推定方法、個体

ベースモデルによる推定方法の 3 種類がある。 

 カウントデータとは、対象個体群全体の個体数やその一部（卵数や成熟オス数など）の調査データのこと

で、毎回同じ方法と精度で調査されている必要がある。カウントデータから連続した調査の間の個体群増加

率を求め、増加率の平均値と分散から絶滅確率を推定する（Dennis et al. 1991）。 

 齢別生存率や出生数など生活史パラメータが詳細に調べられている生物については、行列モデルによる

PVA が可能である。いくつかの生育段階の個体が混在し世代が重なっている生物では、個体群動態の記

述のためにレスリー行列が用いられる。必要なデータについては数年以上の調査をおこない、年次変動を

推定する必要がある。 

 比較的個体数が少ない場合において、個体ベースモデルは行列モデルよりも多くの情報をもとに正確な

予測ができる。個体に持たせることのできる情報は、性、齢、サイズ、繁殖暦、遺伝的組成などがある。 

 

２. メタ個体群への拡張 

(1) PVAへのメタ個体群構造の組み込み 

 人間による土地改変などの影響がない場合であっても、生物の分布はパッチ状に分かれていて、複数の

小規模な局所個体群から構成されるメタ個体群構造を持つ場合が多い。 

メタ個体群の PVA では、局所生息場所が消失したり再生することにともなう影響評価が可能である。局所

個体群ごとの個体数変化に基づいてカウントデータ、行列モデル、個体ベースモデルに空間構造を組み込

むことは可能である。もう一つの方法として、局所個体群の数の変化によってメタ個体群の動態を推定する

パッチ占有モデルが提案されている。 

(2) パッチ占有モデル 

 空間明示的な占有モデルは、対象とする種によって占有されている生息場所パッチの数あるいは割合を

記述するモデル。個体群統計学的なメタ個体群モデルと違って、局所個体群の個体数変動は考慮しない。

比較的小さな局所個体群が十分に多数存在するようなメタ個体群にふさわしい。占有モデルには、生起関

数モデル IFM（Hanski 1999）とロジスティック回帰メタ個体群モデル LRM（Sjogren-Gruve and Ray 1996）

がある。IFM は、パッチが空の場合に、ある確率 Ci で再移住があり、占有されている場合に確率 Ei で局所

絶滅すると仮定し、あるパッチが占有されている確率は、 
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によって決まる。基本的なモデルでは絶滅確率はパッチサイズ、移住率はパッチ間距離によって決まると仮

定している。ある調査時点での局所個体群の分布によって、必要なパラメータを非線形回帰分析の最尤推

定などによって決める。 

 LRMでは、数回以上の調査を行って、再移住率と局所絶滅率を推定する。パッチの絶滅確率は、 

 
)exp(1

)exp(

u

u
Ei


  

ここで、u はパッチの占有率を決める要因を変数とする線形式である。 

 u = ε+ β1 X1 + β2 X2 + … +βn Xn 

εは定数、X は説明変数、βは回帰係数である。最尤法によるパラメータ推定すなわち推定値と観察値の

間のカイ二乗値による推定 

  )1log()1()log(log iiiiE EfEfL   

の結果、例えば池の面積と捕食者の有無がカエルの有無に影響していたとすると、時間 t におけるパッチ i

の絶滅確率は、 

 ue(i,t) = ε –β1 Areai +β1 Predi 

同様にして、再移住率のモデルが作成できる。 

 係数が決まれば後は各パッチでの個体群の絶滅と再移住をシミュレーションして、特定時間内でのメタ個

体群の絶滅確率を求める。 

 

３． 開発予定地におけるカスミサンショウウオの保護シナリオ 

(1) カスミサンショウウオ 

 メタ個体群存続可能性分析の事例として、都市開発によるカスミサンショウウオ個体群への影響につ

いて紹介する（夏原ほか 2002b）。 

成体は林床で昆虫やミミズを捕食、卵は浅い水路や池に産卵するが、湧水やゆるい流れのある場所

を好む。産卵は年 1 回 1-3 月で、合計で 100 個程度の卵が入った１対の卵のうとして産む。幼生は水

中で小型の水生動物を捕食して育ち、7 月から 8 月にかけて上陸する。メスは 3 歳で繁殖を開始し、寿

命は 9 年程度だと言われている。したがって生息場所は湧水のあるような丘陵地の谷部の湿地や水田

近くの森林である。 

(2) 調査地の概要 

 調査地は滋賀県南部にある面積約 200 ha、標高 130mから 200mの丘陵地で、開発が予定されてい

た。開発予定地の周囲は舗装道路で囲まれ、周辺の水田の多くは圃場整備されている。調査地には、

棚田状の水田がつくられていた。しかし、開発予定地内では一部を除いて調査時の約 25 年前に耕作

が中止され、放棄水田となっている。耕作水田の約半分、特に森林と接した部分は産卵期に常時水た

まりができている湿田であり、水路は素堀で非潅漑期にも水があり、流れは緩やかである。放棄水田の

一部は乾燥しているが、支谷の大部分は涌水起源の細流があって湿潤である。これらの放棄水田では、

自然な浸食と堆積によって細流の途中に流れが緩やかで幅広くなった部分ができる。しかし、降雨によ

って流路は変化する上、少雨時は水位が低下し、水たまりが消失してしまう場合が多い。このように幼生

期の生育環境は耕作水田の水路が放棄水田より安定している。 
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 圃場整備されると、排水が良くなり幼生期に水田に安定した水たまりができないことや、水路がコンクリ

ート張りや U字溝となり亜成体が這い上がれず水流も速くなることなどによって、本種の生息に適さない。

そのため、調査地では孤立したメタ個体群が形成されていると考えられる。 

(3) モデルの選択 

行列ベースの PVAを行う。 

(4) 必要なデータの整理 

 発育段階別の生存率と産卵数の平均値と分散、生息のための環境条件などについて情報を収集す

る。調査地でのカスミサンショウウオの一腹卵数は調べられており、平均 108±34 であった。メスは 3 歳ま

たは 4 歳で産卵を開始するが、人工池でのデータ（圓戸 2000）から 3 歳で産卵を開始する割合を 40%

とした。自然条件でのカスミサンショウウオの生存率についての情報は少なく、調査地での幼生期の生

存率は 0.064（夏原ほか 2002a）、成体の骨の成長停止線によって推定された成体の生存率は年 0.65

であった（三好 2004）。調査期間は 2 年間であり、変動の大きさを推定することはできないため、近縁種

のトウキョウサンショウウオのデータを参考に決めた。  

(5) 生息地の情報 

 現地調査の結果、卵のうはすべて森林から 10m 以内の水辺で見つかっており、放棄水田の場合は２

次と３次の谷戸のみで見つかっている（夏原ほか 2002a）。そこで、10m 以内で森林と接する耕作水田

および 2 次または 3 次谷戸にあり 10m 以内で森林と接する放棄水田の水路や水溜りを潜在産卵場所

とし、50m 以内で隣接する潜在産卵場所どうしを結合して、生息場所パッチとした（図１）。そして、各パ

ッチ内の潜在産卵場所の面積、パッチ間距離、さらに産卵場所と卵のう数を加えて地理情報データとし

た。 

   

図 1 実際の産卵場所（左）と生息場所パッチの模式図（右） 

 

(6) モデルに用いた個体群パラメーター 

 各パッチにおける個体群動態モデルを図２に示した。各パッチにおいて、個体は与えられた平均値と

標準偏差の対数正規分布にしたがう生存率で生き残った個体が変態し、上陸するが、ある確率で生じ

るカタストロフによって全滅する場合もある。上陸後も対数正規分布にしたがう生存率で年齢がすすみ、

3 歳または 4 歳に達すると産卵を開始する。産卵前にはある確率で他のパッチに移動する。なお、齢構
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造のある個体群モデルに用いるレスリーマトリックスは繁殖直前調査の生存率としたため、第 1 行は各

年齢群が産む平均産卵数に 0 歳の生存率をかけた値となる。環境収容力については、人工池でのデ

ータから上陸前の幼生の個体数が 18／m
2を越えないものとした。 

 

 

図２ 各パッチにおける個体数変化モデル 

 

表１ 個体群存続可能性分析で用いたパラメータ 

a) 産卵数35（3歳）または50（4歳以上），変態率0.055として計算 

b) 1歳到達仔数の標準偏差は小中大 3通りずつ 

 

 PVA で個体群の絶滅は、出生率と死亡率の平均値からの確率論的ゆらぎによって生じる。したがって

行列の標準偏差の大きさが絶滅確率におよぼす影響は大きいことが予想され、大中小 3 通りを設定し

た（表１）。  

 パッチ間移動率のデータはないが、成体は繁殖期以外の時期に産卵場所から 100m 以内の森林内

で観察されており、最大移動距離はその 2 倍よりやや大きめの 300m とし、パッチ間距離 D < 300mで

は移動率 Mは距離とともに減衰するものとした。M = 0.5 exp (－D / a )の式で求め、a = 75で、D => 

300mのとき M = 0 とした。感度分析では、Dの上限をはずし、aの値を変えて移動率を変化させた。 

(7) シミュレーションによる分布の再現性とモデルの改良 

シミュレーションによる予測値では耕作放棄地の占有率が実際の分布よりやや高いことや、川をはさ

んだ移動は実際には生じていないように考えられた（図３）。そこで、放棄水田では、水位が安定しない

ため（夏原ほか 2002b; 柏原ほか 2005）、生存率の変動が大きく、平均 5 年に 1 回湿地が枯れて幼生

が全滅するという仮定や、川を越えた移動はないという仮定をおき、そうでない仮定との間で、モデル選

択を行った。シミュレーションの結果，各パッチの平均占有率を 

  logit(o) = ln[o/(1-o)] = A+B logit(r) 

ここで，ρは占有率の推定値，οは実際の生息の有無である。モデルの比較には，各モデルについ

て対数尤度 

  平均値 標準偏差b
 

1歳到達仔数/雌/年a
 3歳 0.887 0.887, 1.775, 3.554 

 4歳以上 2.217 2.217, 4.434, 8.868 

変態後生存率/年 2-8歳 0.65 0.033, 0.065, 0.130 

 9歳 0 - 
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  ln(L) = Σο×ln(ρ)+(1-ο)×ln(1-ρ) 

を求めて比較した。 

 

 図３.パッチ占有の実測値と予測値 

 

(8) 感度分析 

 シミュレーションによる感度分析の結果を図４に示した。成体生存率が 5%減少しただけで絶滅確率が

0.04 から 0.62 に変化した．上陸までの生存率は 20％の減少で絶滅確率が 0.66 に増加、移動率は行

列値の標準偏差が小さい場合（環境変動が小さい場合）には影響が小さいが、標準偏差が大きい場合

に移動率が小さいと絶滅確率が増加した。 

図４ 感度分析の結果 

（生存率については標準偏差中、移動率については標準偏差大で分析） 

 

(9) シナリオの設定 

 以下の５シナリオについて、個体群存続可能性分析をおこなった。 

 (A)現状のまま、(B)全面開発した後、人工湿地（100m2）を造成してカスミサンショウウオを移住させる、

(C)開発面積を南部 1／3 とする、(D)南部 1／3 開発で、北部の生息場所をつなぐように人工湿地を１

箇所造成しカスミサンショウウオを移住させる、(E)西部を 1／3開発する。 

なお、人工湿地の生息条件は耕作水田と同等とした。シナリオ D は感度分析で移動率が絶滅確率

に影響することが明らかとなったために設定した。 
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(10) シナリオの評価 

 分析は、各条件で 100 年間の経過を 500 回反復させた。シミュレーションの結果、現状では 1 歳到達

数の標準偏差が中のとき絶滅確率 0.042であった（表２）。 

全面開発した後、100m
2 の人工湿地を造成してカスミサンショウウオを保護した場合の絶滅確率は

0.404 に増加した（シナリオＢ）。開発面積を 1／3 とした場合、南部を開発すると絶滅確率は 0.656 であ

り大きく増加したが（シナリオＣ）、人工湿地を造成すると影響はやや緩和された（シナリオ D）。しかし、

同じ 1／3開発でも西部を開発した場合には、絶滅確率の増加がより少ない結果となった（シナリオＥ）。 

ただし、標準偏差が大きい場合には、西部開発よりも南部を開発して人工湿地による代償措置を施し

た方がやや絶滅確率が低い結果が得られた。 

表２ 各シナリオのもとでの絶滅確率 

500回の平均値（95%区間）を示す 

 

(11) シナリオ分析から示唆されるミティゲーション対策 

 シナリオ分析では、個体群の絶滅確率を推定することによって現状の脆弱さを明らかにするだけでな

く、開発の影響やそのミティゲーション、保全事業の評価を定量的におこなうことができることを示した。 

 現状維持シナリオにおいて、生息場所パッチの孤立化が局所個体群の絶滅確率を高めていることを

示した。シナリオ D では、残された生息場所パッチの間に安定した産卵場所を確保すれば、北部のパ

ッチの孤立が解消され、全体の絶滅確率も低下することが示された。 

 事業が実施されない場合も、圃場整備や耕作放棄によって本種の絶滅確率が増加するため、事業に

ともなう生息適地の修復が保全にとって有効なミティゲーション策となることが示唆された。 

 感度分析において、調査が必要な項目と、環境管理のプライオリティが明らかになった。例えば、変態

後の生存率の変化が絶滅確率に与える影響が大きい結果が得られたことは、これまでは湿地の造成だ

けが注目されがちであったが、本種の保護のためには、周囲の林床が良好な状態で保たれなければな

らないことを示唆する。事業実施後にモニタリングをおこないながら順応的に管理する体制が不可欠で

あることが示された。 
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４．質疑応答 

 

１）水産環境整備の紹介 

 

（１）水産環境整備の推進について 

水産庁 中西豪 

（質疑応答） 

○水工研 中山：生活史については、今までにないものを行うが、整備を実施してモニタ

リングを行う順応的管理を行うもの。モニタリングが重要だが、どのようなモニタリング

が出来るのかお教え願いたい。 

→中西：魚礁や増殖場ではそれぞれ目的を持っている。与えられた使命、魚礁であれば魚

を集める。増殖場であれば魚を殖やす。そうした効果を測るものが補助対象となると考え

る。例えば ROVや釣獲調査が行われてきたが、そうした従来の効果測定が入ってくると考

えている。 

○寒地土研 三上：水産環境整備マスタープランは現状の国の計画では５年間で 20地区策

定する予定としているが、今の所６地区で、地域や魚種に偏りが見られる。今後それ以外

に検討されている地区があればお教え願いたい。 

→中西：いろいろな都道府県で実施する。太平洋側だと愛知県、日本海側だと新潟県、周

防灘関係県や静岡県の海域、また、北海道は２地区以外でも関心が高い。具体的な魚の名

前はデータを持っていないが、具体的な計画づくりについては、各県の行政サイドと水試

と連携をして行っている。残り３年半で長期計画の目標を達成すべく努力したい。 

 

（２）播磨灘における水産環境整備の取組紹介 

岡山県 岡崎知治 

(質疑応答) 

○水工研 中山：マスタープランの前と後とで３県での関係はどうなったか？ 

→岡崎：三県共同という看板を掲げつつ，実際には各県ごとにそれぞれの地区で事業を実

施．しかし水産部門担当者同士は共通理念を持っていたい． 

○水工研 中山：遺伝的解析はやるのか？ 

→岡崎：農林水産技術会議事業で開発されたマコガレイのマーカーが利用できる．瀬戸内

水研と連携して，遺伝的解析とバイオロギングとの利用を検討中である． 

○水工研 中山：貧酸素の場所の泥はわるいか？ 

→座長が回答を打ち切り，回答なしで次の質問へ． 

○水工研 桑原：効果評価で順応的管理をする場合，成功・失敗を明確に判定しなければ

ならない．実際にできるのか？ 

→岡崎：藻場の場合，季節変動・年次変動もあるため，短期的評価は困難．長期的評価を
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するしかない．現在，藻場のカレイ類餌生物を調査しており，これで事業効果をみようと

している． 

 

２）情報収集 

 

（３）今も利用されている漁場環境評価メッシュ図 

日本水産資源保護協会 遠藤 進 

（質疑応答） 

○水工研 南部：有明海では、調査対象海域での漁獲量／調査対象漁協の全操業海域で漁

獲量が 92％とあるが、残りの 8％は集めきれていないデータなのか。 

→遠藤：有明海北部の漁協などでは、漁協の漁業者の操業海域は 100％となり、すべて有明

海で操業しているという事になるが、外洋に面している漁協の場合には、一部漁業者は外

洋に出て操業しているということが聞き取りで分かる。漁協から聞き取り、何割を湾内で

獲って、何割を外洋でとったのかその割合を出したものである。統計は属人統計のため湾

内、湾外の漁獲量を合計した値となっているため、このような割合を表示している。 

○水工研 八木：貴重なデータであるが、15 年近く前のデータであるので、更新される見

通しはあるのか。また、スケールを変えたもので別の海域でのデータはあるのか。 

→遠藤：平成 14年当時、東京湾等について更新する必要があるとの話があったが、事業が

なくなったのでない。その後の予算の推移は分からない。事業を行っていた時、東京湾の

データベースを作ろうという事で国交省が企画していて、呼び出されて本メッシュ図の説

明をした。そのデータベースはある。 

○水工研 八木：東京湾データベースは、本メッシュ図そのものであり、更新されている

のかどうかは分からない状況である。 

 

（４）沖合漁業における漁場情報の収集と回析 

漁業情報サービスセンター 渡邉 一功 

（質疑応答） 

○三重県 堀江：海面高度と流れの関係は推測できるはずだが，気象や黒潮との関係は補

正しているか？ 

→渡邉：気圧など基本的な補正はしている．広域的情報であり、空間解像度が大きいので、

海面高度のデータから潮汐や低気圧による高潮などの情報を把握することはできない。黒

潮の影響は海面高度にあらわれるが，急潮など短いタイムスケールの影響は、海面高度の

データからは把握する事は難しいので、漁船で直接測定している潮流のデータを入手して

解析するしか方法は無いと思う。 

○東京海洋大学工藤：海色・クロロフィル・塩分などは情報提供で扱っているか？ 

→渡邉：クロロフィルは提供，塩分は未提供． 
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○水工研八木：クロロフィルは漁場情報として有効か？ 

→渡邉：クロロフィルは変動が大きくてデータとして使いにくいが，同じ水温帯の中でど

の部分が漁場となっているか等、水温以外の漁場形成要因としての情報として重要． 

○水工研八木：流動モデルとカップリングする予定はあるか？ 

→渡邉：下層水温については水産総研センターFRA-JCOPE が使える．どのように情報提

供するかどうかは検討中． 

 

（５）流動数値解析を用いた沿岸域の海洋環境と生物生産の予測最前線 

水産工学研究所 杉松 宏一 

（質疑応答） 

○愛知県水試 日々野：どこの層に粒子を配置するのか。 

→杉松：マダイは表層浮遊にしている。中層や高層でも反映することはできる。 

○愛知県水試 日々野：どの層にいれるのかによって結果が大きく変わってくると考える。 

→杉松：その通りである。 

○水工研 八木：これまでは外洋の条件がなかったので、モデル化が難しいと言われてい

たが、外洋が出来てきて、沿岸をどうするのかという話ができる状況となっている。こう

いった手法は漁場環境にとって有効な情報になると考える。 

 

（６）ＩＴを利用した水産資源の収集技術の開発とその利用 

公立はこだて未来大学 和田 雅昭 

（質疑応答） 

○静岡県 高木：見える化は重要であるが，前提となる初期資源量の推定はどうやってい

るか？ 

→和田：面積密度法で行っている．デルリー法など他の方法も試した上での選択． 

○寒地土研 三上：漁業者は操業実態をみせたくない傾向あるはず．具体的にどのように

進めたか？ 

→和田：経験でいうと 20名以下だと成功しやすい．それ以上だといろいろな声が出きてし

まう． 

○寒地土研 三上：参加しない人がいると問題が出るか？参加者が一部でも有効か？ 

→和田：こちらでは当初は３人で始め，その後 10 人，さらに 16 へと参加者が増えた．参

加人数によって出てくる答えが違ってくるため，一部の参加者だけでは漁獲圧や資源分布

の把握は難しい． 

○宮崎県 渡慶治：底着性資源なら成功しそう．大阪湾ののサワラ（回遊性）の例ではど

うだったのか？ 

→和田：サワラの例は漁場利用の管理が主である．大阪湾は複雑な海域なので操業時の回

避コースの選定などに主に使用． 
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３）要因把握 

（７）汽水域生態系の形成を阻害する要因 

京都大学 鈴木啓太 

（質疑応答） 

○水工研 八木：こうした潮汐がおこる箇所は限られていると考えるが、他の河川にどの

程度適応ができるのか。 

→鈴木：有明海をこれまで調査したところであり、有明海での話となる。有明海の濁度極

大域を発生させるためには、長い感潮域が必要。河口堰が海の近くにあると淡水がありそ

の下部は海水となる。河口堰において、大きな排水を行うと汽水域がなくなるという事は

一般的には言える。現在若狭湾でも行っているので報告できたらと考える。 

 

（８）農業用水路の生物多様性に影響を及ぼす人為改変された環境因子の探索 

国土技術政策総合研究所 秋山 吉寛 

（質疑応答） 

○水工研 桑原：統計モデルを使う場合，多数の点を調べた方がよいのは自明．しかし，

少なくしていくと支障があるか？海だとたくさんの点が取れないし，限られた時期にしか

調査できないこともある． 

→秋山：少ないほど結果がブレるのは確かだが，一般的なことはいえない． 

○水工研 渡部：過分散についてはどうか？ 

→秋山：重要な環境要因のデータがそろっていれば精度の高い予測ができる．線形モデル

の切片の分散は，目的変数が種数の場合に、小さくても密度では大きくなり，モデルとし

て問題の生じるケースもある．適した環境因子は経験に基づく試行錯誤でみつけなければ

ならない場合もある． 

 

（９）統計モデルを用いたアサリ好適環境条件の把握 

水産工学研究所 南部 亮元 

（質疑応答） 

○国土技術政策総合研究所 秋山：広域スケールモデルは何を用いているのか。 

→南部：多項ロジスティック解析モデルを用いている。 

○秋山：そうすると０，１解析か。 

→南部：０から６段階のメッシュごとの漁獲量等を入れている。正規分布を仮定した時の

ランク付けを行っている。 

○秋山：貝がいないところの値を入れているのか。 

→南部：ゼロは入れていない。 

○秋山：ベストモデルを入れたのに説明できていないのでは。 
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→南部：現地調査では食害の影響も大きい。 

○静岡県上席研究員 高木：水深のパラメータが効いていると考える。モデル全体の説明

力がこれで上がっている。 

→南部：水深は絶対条件となる。 

○高木：オーバーディスパーションは起こっているのか。 

→南部：ランクデータなので起きてはいない。 

 

（１０）個体群存続可能性モデルを用いた対象生物の生育環境修復技術 

名古屋大学 夏原由博 

（質疑応答） 

○水工研 川俣：保全事業に実際に使った例はあるのか？ 

→夏原：わが国にはない．オーストラリアではたくさんの種でこのモデルが作られている

が使われているかどうかはわからない．アメリカではニシアメリカフクロウについてのモ

デルを森林計画に使ったという話しは聞いたことがある． 

○水工研 桑原：保護シナリオについて，生存可能かどうかの評価にも使えるか？ 

造成などの人為的操作の効果に対しても評価可能か？ 

→夏原：使える．造成によって生息場所が増えるとして評価してもいい．それが生活史の

どこに効くかがわかればもっとよい． 
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５．総合討論 

 

座長 桑原久実 

 

（水産環境整備の紹介） 

 

○水工研 桑原：短い時間で発表を行った。言い足りない、聞けなかったところを受け付

けたい。まずは水産環境整備の紹介について質問があれば受ける。 

 

○水工研 八木：岡山県の発表で、ネットワークが重要という話であった。貨幣化やイン

センティブ等これからの方向性について行われていることがあればお教えいただきたい。 

→岡山県 岡崎：公共事業として、単県で行うものとの違いは殆どない。投資してどの程

度のベネフィットがあるのか、それが単に同じ時期に行うことということだけなのか。複

数県で実施すると調整が必要で大変である。それらを超えるインセンティブを作る必要が

ある。10年、20年先に複数県連携を行うことによってボーナスを見ていく必要がある。３

県でも悩んでいる。DNAバイオロギングを使い離れている県でも資源がつながっているの

を掴み定量的に把握し、一歩一歩行っていきたいと考えている。 

 

（情報収集） 

 

○水工研 桑原：情報収集の質問を受けたい。和田先生の ipod を用い漁業者が資源管理を

行っている。物理環境をダイレクトに取る事ができると、ナマコに生息環境が分かると考

えるがそうした事はできるのか。 

→公立はこだて未来大学 和田；漁船に GPSや深度、温度の情報は入る。データとしてあ

るので活用ができれば良いと考える。 

 

（要因把握） 

 

○水工研 渡部：要因把握は難しいとこともあるようなので、各演者より発表のポイント

となるところをお教えいただきたい。 

→鈴木：生態学を行っていて、感覚的に気づいたところを話せた。専門家の人とさらに調

べていく必要。今回は生物を行っていたから気づいた。物理学や工学との共同研究も重要。 

→秋山：どの要因が重要か、モデルを組むときに知っていることが必要。そうした要因を

把握する基礎研究が重要と考える。例えば高血圧の人の収入が多いと言われているが、高

血圧と収入の因果関係はない。単に高年齢になると年収が増えるということ。本当の因果



74 

 

関係を把握する必要がある。 

→南部：秋山先生の指摘と同様、バックグラウンドを把握する必要があり、基礎研究が重

要。どのように点を配置するのか調査計画を練っておくことが重要。 

→夏原：流動数値解析シミュレーションは良くなっており面白いと感じた。海では魚礁の

投入等において、個体群モデルを検証できれば面白いと感じた。 



番号 区分 氏名 機関名 職名 備考

1 水産庁 中西　豪 水産庁漁港漁場整備部計画課 計画官 講演者

2 水産庁 中泉　昌光 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長

3 水産庁 西崎　孝之 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長補佐（設計班担当）

4 水産庁 間部　本文 水産庁漁港漁場整備部整備課 漁場環境情報分析官

5 水産庁 塚本　邦芳 水産庁漁港漁場整備部整備課 事業調整係長

6 都道府県 日比野　学 愛知県水産試験場漁業生産研究所 主任

7 都道府県 岡崎　知治 岡山県農林水産部水産課 主任 講演者

8 都道府県 宮川　昌志 香川県水産試験場 主席研究員

9 都道府県 龍満　直起 香川県水産試験場 主任研究員

10 都道府県 荒木　希世 熊本県農林水産部漁港漁場整備課 参事

11 都道府県 高木　康次 静岡県水産技術研究所 上席研究員

12 都道府県 小林　憲一 静岡県水産技術研究所 上席研究員

13 都道府県 吉川　康夫 静岡県水産技術研究所 主査

14 都道府県 庄司　紀彦 千葉県水産総合研究センター 上席研究員

15 都道府県 大畑　聡 千葉県水産総合研究センター 上席研究員

16 都道府県 前田　将宏 長崎県総合水産試験場海洋資源科 研究員

17 都道府県 高垣　守 福井県水産試験場 主任研究員

18 都道府県 石橋　真進 北海道水産林務部水産局水産振興課 主任

19 都道府県 福田　裕毅 北海道立総合研究機構中央水産試験場 主査

20 都道府県 檜垣　直幸 北海道立総合研究機構地質研究所 主査

21 都道府県 鈴木　章文 三重県津農林水産事務所 水産基盤整備課長

22 都道府県 堀江　正征 三重県農林水産部水産基盤整備課 主幹

23 都道府県 渡慶治　力 宮崎県水産試験場 主任技師

26 大学 夏原　由博 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 講演者

27 大学 和田　雅昭 公立はこだて未来大学 教授 講演者

24 大学 鈴木　啓太 京都大学フィールド科学研究センター舞鶴水産実験所 助教 講演者

25 大学 工藤　尊世 東京海洋大学 学生

28 民間 青山　善一 公益財団法人海洋生物環境研究所 研究参与

29 民間 影山　智将 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 理事長

30 民間 堀越　伸幸 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 技術審議役

31 民間 伊藤　靖 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 部長

32 民間 吉野　真史 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

33 民間 三浦　浩 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

34 民間 福田　亮 公益社団法人全国漁港漁場協会 業務課長

35 民間 市村　隆紀 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 専務理事

36 民間 岩橋　好敏 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 事業推進部長

37 民間 遠藤　進 公益社団法人日本水産資源保護協会 事業部長 講演者

38 民間 鎗水　正彦 一般社団法人大分県漁港漁場協会 設計調査課　係長

39 民間 渡邉　一功 一般社団法人漁業情報サービスセンター 研究員 講演者

40 民間 鹿田　正一 一般社団法人水産土木建設技術センター 理事長

41 民間 江河　直人 一般社団法人水産土木建設技術センター 審議役

42 民間 吉塚　靖浩 一般社団法人水産土木建設技術センター 審議役

43 民間 桑本　淳二 一般社団法人水産土木建設技術センター長崎支所 漁場開発部長
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44 民間 峰　省吾 一般社団法人水産土木建設技術センター長崎支所 技師

45 民間 駒口　友章 株式会社碧浪技術研究所 代表取締役社長

46 民間 磯崎　由行 株式会社碧浪技術研究所 主任 共同研究員

47 民間 綿貫　啓 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 部長

48 民間 山本　正昭 株式会社センク２１ 代表取締役社長

49 民間 中沢　芳文 株式会社データ設計 部長

50 民間 柿野　純 株式会社東京久栄 技術顧問

51 民間 松橋　章 株式会社東京久栄 副本部長

52 民間 伊藤　勝一 三省水工株式会社 企画室長

53 民間 岡　史郎 株式会社水産通信社 編集次長

54 民間 白石　勝一 株式会社水産新潮社

55 民間 黒田　潤 日刊水産経済新聞 記者

56 民間 本岡　光治 日刊みなと新聞 記者

57 民間 萩野　静也 元水産工学研究所長

58 水研他 三上　信雄 （独）土木研究所寒地土木研究所 上席研究員

59 水研他 岡元　節雄 （独）土木研究所寒地土木研究所 総括主任研究員

60 水研他 秋山　吉寛 （独）国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部 任期付研究員 講演者

61 水研他 井上　清和 （独）水産総合研究センター開発調査センター 所長

62 水研他 足立久美子 （独）水産総合研究センター経営企画部評価企画課 評価コーディネーター

63 水研他 齊藤　肇 （独）水産総合研究センター研究推進部 コーディネーター

64 水工研 大石　浩平 水産工学研究所 所長

65 水工研 渡部　俊広 水産工学研究所業務推進部 部長

66 水工研 中山　哲嚴 水産工学研究所水産土木工学部 部長

67 水工研 八木　宏 水産工学研究所水産土木工学部 水産基盤グループ長

68 水工研 金田　拓也　 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

69 水工研 大村　智宏 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

70 水工研 佐伯　公康 水産工学研究所水産土木工学部 研究員

71 水工研 桑原　久実 水産工学研究所水産土木工学部 生物環境グループ長

72 水工研 川俣　茂 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

73 水工研 森口　朗彦 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

74 水工研 宇田川　徹 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

75 水工研 南部　亮元 水産工学研究所水産土木工学部 任期付研究員 講演者

76 水工研 杉松　宏一 水産工学研究所水産土木工学部 任期付研究員 講演者

77 水工研 梶原瑠美子 水産工学研究所水産土木工学部 支援研究員

78 水工研 明田　定満 水産工学研究所水産業システム研究センター センター長

79 水工研 野口　昌之 水産工学研究所業務推進部 業務推進課長

80 水工研 白土　康俊 水産工学研究所業務推進部 情報係長

81 水工研 栗原　亮 水産工学研究所業務推進部 企画調整係長
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