
 

 

シンポジウム 

「日本海の沿岸海域管理」 
 

講 演 要 旨 

 

 

日時：平成 27 年 1 月 26 日（月） 

場所：ボルファートとやま ４F 珊瑚の間 

   富山市奥田新町 8－1 

主催：環境省「環境研究総合推進費」S-13 プロジェクト 

   「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸域管理手法の開発」 

   公益財団法人 国際エメックスセンター（EMECS） 

   公益財団法人 環日本海環境協力センター（NPEC） 

  



 

 

 

シンポジウム「日本海の沿岸海域管理」 

 

趣旨 

 環境省環境研究総合推進費による戦略研究プロジェクトとして、S-13「持続可能な沿岸海域実現を目

指した沿岸海域管理手法の開発」が平成 26 年度から 5 年間の予定で開始されました。 

 この研究は５つの研究テーマについて１５の研究機関が相互に連携して研究を行い、統合的沿岸海域

管理モデルを構築し、これを環境行政に反映させることにより、「きれいで、豊かで、賑わいのある持続

可能な沿岸海域実現」を目指そうとするものです。 

 この研究の一環として、日本海を対象とした研究である「陸棚・島嶼を含む国際的閉鎖海域・日本海

の海域管理法の開発」の内容等を広く発信し、理解を深めていただくためにシンポジウムを開催いたし

ます。 

 

プログラム 

13：30 開会挨拶     鈴木 基之 （EMECS 会長・NPEC 理事長） 

13：35 講演 1     柳 哲雄  （EMECS 特別研究員） 

13：40 講演 2     吉田 尚郁 （NPEC 主任研究員） 

13：45 講演 3     広瀬 直毅 （九州大学教授） 

14：00 講演 4     森本 昭彦 （名古屋大学准教授） 

14：15 講演 5     郭 新宇  （愛媛大学教授） 

14：30 講演 6     印南 敏秀 （愛知大学教授） 

14：50 まとめ     張 勁   （NPEC 理事・富山大学教授） 

15：20 パネルディスカッション 

      パネリスト 

      谷 宣之  （富山県漁業協同組合連合会参事） 

      福島 勝  （富山テレビディレクター） 

      稲村 修  （魚津水族館長） 

      桜井 泰憲 （北海道大学特任教授） 

      柳 哲雄  （EMECS 特別研究員） 

16：30 閉会挨拶    冨岡寛美  （EMECS 専務理事）



 

 

講演者プロフィール 

柳 哲雄 

 国際エメックスセンター理事・特別研究員、九州大学名誉教授 

 S-13 戦略研究プロジェクトのプロジェクトリーダー 

 専門は沿岸海洋学、海洋生態学。里海の提唱者として幅広く活動。 

 

吉田 尚郁 

 環日本海環境協力センター主任研究員 

 S-13 テーマ 3 のテーマリーダー 

 専門は沿岸環境学、水産海洋学。北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）において赤潮・海洋ご

み・海洋生物多様性に関する国際協力活動に従事 

 

広瀬 直毅 

 九州大学応用力学研究所教授、東アジア海洋大気環境研究センター長 

 S-13 のテーマ 3 では、将来変動予測モデルの構築、流動場・低次生態系の将来変動予測を担当 

 専門は海洋物理学。海況予測の技術開発と開発した技術の普及・利用を促進。 

 

森本 昭彦 

 名古屋大学地球水循環研究センター准教授 

 S-13 のテーマ 3 では、東シナ海からの永久を中心に、日本海低次生態系の将来変動予測を担当 

 専門は沿岸海洋学、衛星海洋学。船舶観測、衛星観測及び数値モデルにより日本海について研究 

 

郭 新宇 

 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 

 S-13 のテーマ 3 では、日本海の代表的生物であるスルメイカ・ズワイガニへの、将来の環境変動

への影響解明と保全施策の効果検証を担当 

 専門は海洋物理学。 

 

印南 敏秀 

 愛知大学地域政策学部教授 

 専門は日本民俗学、日本民具学、海里山の生活文化学。 

 

張 勁 

 環日本海環境協力センター理事・客員研究員、富山大学大学院理工学研究部教授 

 S-13 のテーマ 3 では、日本海の物質循環メカニズムの解明を担当 

 専門は化学海洋学、環境地球化学。 

 



 

 

総括班

激動する世界の中での沿岸海域管理哲学構築
望ましい沿岸海域の定量的環境指標を実現するために必要な施策
政策支援ツールとしての自然・社会・人文科学統合モデル

持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法の開発

１．瀬戸内海（閉鎖的内湾）班

望ましい水質決定法
高い生物多様性・生産性実現手法
総量削減→貧酸素水塊解消機構

2．三陸沿岸海域（開放的内湾）班

津波からの環境回復監視
復興に必要な人手（里海創生）
「森は海の恋人」の定量的理由解明

3．日本海（陸棚・島嶼）班

生物多様性保全のためのMPA貢献度
MPAと漁業との調整方策
国際的・広域的海域環境管理

４．社会・人文科学班

生態系サービスの貨幣価値
サステイナビリテイ評価とICM
99.8%の市民と海を結ぶ里海物語

統合型沿岸海域モデル

きれいで、豊かで、賑わいのある持続可能な沿岸海域実現

環境行政施策

協議会（三段階管理体制）

見える化

テーマ１ テーマ２ テーマ３ テーマ４

沿岸海域管理のための
統合数値モデル構築

テーマ５

世界発信

講演 1 

「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸域管理手法の開発の研究目標・方針について」柳 哲雄 

1960 年代、「死の海」と呼ばれた極度の汚染状態を脱した日本の沿岸海域は、現在、ノリの色落

ち、漁獲量減少、海洋保護区指定、子供の海離れ、限界漁村の出現、等様々な新たな問題に直面し

ていますが、それらに関する環境行政面からの対応に遅れがあります。 

沿岸海域は、食糧供給（水産）の場としての機能に加え、環境保全における基盤的な働きも有し、

地域活動との共存系としての文化的・精神的な支え、などの生態系サービス（供給サービス・基盤

サービス・文化サービス）を人類に提供する重要な場です。しかし、過去の人間活動により沿岸域

へ与え続けられた過大な負荷は沿岸海域の有する環境容量を超えるものとなっています。 

沿岸海域とその後背地である陸域の自然・人間活動を総合的にとらえて、物質循環・エコトーン

のあるべき姿に対して、現状を如何に保全・改変することが必要か、具体的な提案を行い、今後も

進められていくであろう沿岸海域の資源利用や水面利用なども考慮し、沿岸海域における保全地域

の新たな設定も含め、里海概念に基づき、持続可能な沿岸海域の実現を目指して、わが国における

総合的な沿岸海域環境管理手法を提案することが本プロジェクトの目的です。 

様々な地域特性を持つ日本の沿岸海域の中から三つの代表的な特性を持つ、瀬戸内海（閉鎖性沿

岸海域）、三陸沿岸海域（開放性沿岸海域）、日本海（国際的な閉鎖性海域）を取り上げ、それぞれ

の海域で喫緊な行政課題となっている最適栄養塩濃度管理方法、大津波からの生態系再生、海洋保

護区（MPA）設定と漁業活動調整、などに関わる沿岸海域環境管理方法開発と国際協力のための行

政施策、を行うために必要な自然・人文・社会科学的な研究を学際的に行います。  

以上の研究成果を統合して、森―川―海への物質輸送変化と陸域における土地利用変化を関係づ

ける物質輸送モデル、および統合的沿岸海域モデルを構築し、その精度を検証するとともに、沿岸

海域環境管理のために利害関与者が参加して行う協議会へのモデル結果の最適提示法（”見える

化”）を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

講演 2 

「日本海環境の国際管理」吉田 尚郁・張 勁・刘 茜 

日本海の面積は 100 万 km2程で、全海洋の 3％程の広さしかありません。しかし、その周辺には 1億も

の人々が生活する世界でも有数の人口密集地域です。さらに、日本海の上流には東シナ海、そして中国

が位置しています。今、日本海は東シナ海からの影響や、更には地球温暖化に伴う海水温上昇等の様々

な脅威にさらされています。こういった脅威を少しでも低減し、もしくはこれらの脅威への適応法を考

えていくことが、今後も持続的に日本海の恩恵を受けていくためには必要となります。 

2014 年から新たに開始された環境省環境研究総合推進費のプロジェクトでは、日本沿岸の一海域とし

ては、国際的な閉鎖性海域である日本海の管理のあり

方について検討するための研究が開始されました。本

研究では、日本海の現状そして将来の変動を把握する

ことで、今後どのような形で我が国として、更には関

係各国と連携して管理していくのか、そのあり方を検

討していくこととしています。持続可能な日本海沿岸

海域の実現を目指し、東シナ海、陸域を含めた統合的

管理のあり方を提案していくことが本研究の目的です。 

 

 

講演 3 

「日本海の流動将来予測」 広瀬 直毅・高山 勝巳 

地球温暖化に代表される大規模な気候変動に応じて、日本海は外洋の約３倍もの早さで高温化してい

る。半閉鎖的な日本海の循環構造により、外的要因に対する応答も即時的となりやすく、生態系への影

響が懸念される。 

陸域起源の淡水供給もまた、海洋生態系に大きなインパ

クトを与えるはずである。日本付近の降水量・河川負荷量は

長期的に増加すると予測されているが、逆に長江など大陸の

大河川の流量は減少傾向にある（図）。つまり、対馬暖流の

上流と下流の生態系では異なった変動傾向が生じる可能性

があり、特に海洋保護区や漁業権が設定されている沿岸域の

海洋環境変化を詳細に検討する必要があるといえる。 

本講演では、講演者らが取り組んできた短期（数ヶ月先

まで）予報の成果を紹介し、気候変動に対応した日本海の長

期予測「百年の計」を紹介する。 

 

 

 

 

図：長江（大通）の年平均流量の経年変化 

2003 年の三峡ダム貯水開始以来、流量の低下

傾向が認められる。 

日本海管理手法の開発 



 

 

講演 4 

「日本海の低次生態系」森本 昭彦 

東シナ海の水、熱、物質は、対馬暖流により日本海へ水平に輸送されています。例えば、中国の大河

川長江からの河川水の 7 割以上は、対馬海峡を通り日本海へ輸送されていますし、中国沿岸で発生する

とされるエチゼンクラゲも日本海へ輸送され、大きな漁業被害を起こしています。水やクラゲだけでな

く、対馬暖流は海の基礎生産を担う植物プランクトンの増殖に必要な栄養塩も大量に運んでいます。東

シナ海から日本海へ運ばれる栄養塩の量は、年によって大きく変化し、少ない年は多い年の 1/3 程度の

量しか運ばれていないことが分かっています。東シナ海から運ばれる栄養塩は、日本海の低次生態系に

極めて重要な役割を果たしていますが、年に

よる栄養塩の輸送量の変化が、日本海の低次

生態系にどのような影響を与えているのかは

不明です。現在、様々な要因により、東シナ

海の海洋環境は変化しており、日本海へ輸送

される栄養塩量も変化する可能性があります。

この変化が引き起こすかもしれない日本海の

変化を解明するため、低次生態系モデルを開

発し、将来起こりうる変化を定量的に解明し

ようとしています。 

 

講演 5 

「日本海の高次生態系」郭 新宇・王 玉成・久保田 泰士・吉江 直樹 

将来にわたる持続可能な沿岸海域の利用を実現するためは、社会生活に密接に結びついた魚類を主体

とした高次生態系に注目し、それらに対する有効な環境保全策を立案することや、地球温暖化に伴う環

境変化の影響について予測する必要があります。そこで、私たちは、比較的自由な生息域を持つスルメ

イカと、水深により生息域が限定されているズワイガニを具体的なターゲットとして、それらを取り扱

うことができる 2 種類の高次生態系モデルを開発し、数値シミュレーションにより環境保全策の有効性

や将来の温暖化による影響を明らかにすることをめざし

ています。 

具体的には、日本周辺海域のスルメイカ資源量は、東シ

ナ海大陸棚上の産卵場で生まれたスルメイカ幼生が日本

海と太平洋沿岸へ輸送される量に大きく依存しており、環

境変化に対するそれらの輸送量を定量的に見積もる必要

があります。現在、私たちはスルメイカ幼生輸送量を定量

的にシミュレーションできる数値モデルの開発を推進し

ています（図）。 

 

 

低次生態系モデルの構成 

図．東シナ海大陸棚上で生まれたスルメイカ幼生の 6 か月後の水平分布図 

ピンク色の点は低水温のために死んだ幼生を、水色の点は高水温のために

死んだ幼生を、背景色は水温分布を示しています。 

 



 

 

講演 6 

「日本海の和食と魚食文化－イカ・サケ・ブリ・トビウオ」印南 敏秀 

2013 年 12 月 4日、ユネスコ（国連教育科学文化機関）は「和食＝日本人の伝統的な食文化」を無形文化

遺産に登録することを決めた。ここで、なぜ「和食」なのか？和食の世界無形文化遺産登録と「沿岸海域

管理」は無関係ではないかと思うかもしれない。しかし、日本人は先史時代から身近な里海の海産資源を

利用してきた「魚食民族」なのである。そして魚介類の料理、保存、調理具、食器、神饌など多様な「魚

食文化」を発達させ、美味しい魚介類を食べ続けるために、漁法や漁期なども決めて資源管理を続けて

きた。こうした身近な里海と人々との多様で深い関わり方は、自然や文化が異なる地域ごとに特色ある

里海文化を発達させた。 

ところが高度成長期に海の環境は悪化し、生活のグローバル化などで食文化も急速に変化し、魚食文

化は衰退にむかっている。世界的にみると、１人あたりの魚消費量は増大傾向にあり、ここ５０年間で

２倍近くに増えている。ところが魚食民族だった日本人の１人が１日に食べる魚介類の摂取量が、２０

０９年には肉の摂取量が上回り、その後も魚介類は減少し続け、肉は上昇し続けている。このことは量

だけの問題にとどまらず栄養面にもおよび、世界的に栄養バランスがよいことで評価された日本型食文

化の崩壊の原因の１つになっているのである。 

無形文化遺産へ登録され和食に注目が高まっている。これをチャンスとしたい。再び魚食文化の魅力を

発掘し、その魅力で海嫌いになった市民を里海にいざなうことができればと願うのである。日本海の調

査は今年はじまったばかりだが、今回は北陸地方を中心とした伝統的な魚食文化の魅力のいくついかを

紹介したい。 

 


