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　《生物多様性に関する愛知目標》では海洋保護区（ＭＰＡ）の設置が求められ
ているのに対して、それに関する環境行政面からの対応の遅れがあります。 
　本研究では、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、物質循環・エコトーンのあるべき姿に対して、現状を如何に改変する
ことが必要か、具体的な提案を行い、わが国における沿岸海域環境管理手法を
提案します。
　陸域に近い沿岸海域における海域環境管理手法を構築するに当たって、(1)閉
鎖性海域の代表としての瀬戸内海、(2)開放性内湾である志津川湾などが連なる
三陸沿岸海域、(3)国際的な閉鎖性海域としての日本海の沿岸部、をモデル海域
として、沿岸海域環境管理にむけた方針を確立します。さらに、(4)社会・人文
科学的な考察も加えて、(5)沿岸海域管理のための統合数値モデル構築を進めて
います。
これらの研究により、具体的な沿岸海域環境管理に対する手法の提案を行います。

　環境省の「環境研究総合推進費」では、地球温暖化の防止、循環型社会の実現、
自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保など、持続可能な社会構築
のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発の促進を
目的として、環境分野のほぼ全領域にわたる研究開発が行われています。
　この一環として、平成２６年度から公益財団法人国際エメックスセンター等の
１３の大学・研究機関が連携し、戦略研究プロジェクト〔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〕に取り組んでいます。

S -13プロジェクトの概要

研究の趣旨・概要

【参画研究機関】
国際エメックスセンター・広島大学・香川大学・横浜商科大学・北海道大学・東京工業大学・
東北大学・環日本海環境協力センター・愛媛大学・九州大学・立命館大学・近畿大学・愛知大学



開放性内湾が連なる三陸沿岸海域
における沿岸環境管理法の開発

２  沿岸海域三段階管理法提案
３  人文科学的考察に基づく市民と沿
　 岸海域を結ぶ物語の発見・構築・
　継承

１  生態系サービスの経済評価

４  対馬・五島の海洋保護区における
　　漁業活動調整

テーマ4

テーマ3

テーマ1

沿岸海域の生態系サービスの経済
評価・統合沿岸管理モデルの提示

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
１  国際的閉鎖性海域の管理法提案
２  日本海環境変動予測モデルの構築
３  日本海高次生態系モデルの構築

３  森 -海の物質輸送に果たす有機
   物の役割解明

１  遷移する沿岸環境監視とそれを
　応用した沿岸海域管理法開発
２  森 -川 -海の栄養物質輸送機構
   の解明

１  栄養塩濃度管理法開発
２  干潟・藻場の栄養物質循環・生物
　再生産に果たす機能の解明

テーマ5

見える化

協議会
（三段階管理体制）

閉鎖性海域・瀬戸内海における栄養
塩濃度管理法の開発

開放性内湾が連なる三陸沿岸海域
における沿岸環境管理法の開発

テーマ2

● 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

きれいで、豊かで、賑わいのある持続可能な沿岸海域(里海）実現

環境行政施策

● 激動する世界の中での沿岸海域管理
　 哲学構築

沿岸海域管理のための統合数値
モデル構築

統合的沿岸海域モデル

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

激動する世界の中での沿岸海域管理
　 哲学構築

【 総 括 】



九州大学名誉教授
（公財）国際エメックスセンター特別研究員
Prof. Tetsuo Yanagi

1972年3月　 京都大学理学部卒業
1974年3月 　京都大学大学院理学研究科地球物理学専攻修士課程修了
1974年4月 　愛媛大学工学部海洋工学科助手
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2013年3月 　同大学を定年退職後、特任教授
2014年4月 　同大学名誉教授、
　　　　　　（公財）国際エメックスセンター特別研究員

現在に至る

　この研究プロジェクトは、日本における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、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を目的としています。
　日本の沿岸海域の中から、様々な地域特性を持つ三つの代表的な海域として、
閉鎖性沿岸海域である｢瀬戸内海｣、開放性沿岸海域である｢三陸沿岸海域｣、国
際的な閉鎖性海域である｢日本海｣を取り上げ、喫緊な行政課題である最適栄養
塩濃度管理方法、大津波からの生態系再生、海洋保護区設定など、沿岸海域環
境管理方法の開発と国際協力のための行政施策を提案するため、自然・人文・
社会科学的な視点から学際的な研究を進めています。
　これらの研究成果を基にして、土地利用の変化に伴う森、川、海の物質輸送
変化と関係づける物質輸送モデル、流入する海域の統合モデルを構築し、その
精度を検証するとともに、沿岸海域環境管理手法、また、利害関係者が参加す
る湾・灘協議会等の住民参加に係る社会的モデルの《見える化》を行い、「きれ
いで、豊かで、賑わいのある持続可能な沿岸海域(里海)実現」を目指します。

（公財）国際エメックスセンター　特別研究員　柳 哲雄
研究代表  プロジェクトリーダー　総括・テーマ5

S-13プロジェクトについて



里海《Satoumi》
　《里海》は、柳（2006）により「人手が加わることで生物多様性と生産性が高くなった沿岸
海域」と定義され、S-13プロジェクトでは、「きれいで、豊かで、賑わいのある持続可能な沿
岸海域」と定義されていますが、いずれも定性的で、“きれい”、“豊か”、“持続可能な”状態
とは、定量的にどのような状態を指すかは明らかではありません。S-13プロジェクトでは
透明度、基礎生産量、持続可能性指標などの自然・社会科学的指標を用いて、里海の状態
を定量的に定義することを試みます。

テーマ1

テーマ4

テーマ5

テーマ2 テーマ3

総括班

三陸

・藻場分布監視 ・海域監視（海域・変動特性）

瀬戸内海
栄養塩管理海域管理 海域管理

日本海

・水質管理

・里海管理の経費

・沿岸海域三段階管理
・里海人文的価値
・漁業活動調整

・里海のサスティナビリティ
・生態系サービスの経済的価値

女川湾・英虞湾…に応用可能 東京湾・伊勢湾…に応用可能 若狭湾・唐津湾…に応用可能

・養殖筏適正配置
・協議会
・物質循環（養殖）
・森・川・海管理

・総合数値モデル
・沿岸海域管理法

藻場保全、磯焼け対策
森林保全　経費

自然海岸、
藻場・干潟の
経済的価値

小スケール：地域⇔県（複数）⇔国 中スケール：地域⇔県　⇔国 大スケール：国⇔国⇔国　

管
理
モ
デ
ル

の
提
供

三
段
階
管
理

監視、適正配置のコストパフォーマンス

三段階管理 三階
層管
理

沿
岸
域
管
理

管理モデルの提供
沿岸域管理管理

モデ
ルの
提供

沿岸
域管
理

・転送効率
・藻場・干潟

・将来変動への適応
・海洋保護区適正配置

人文・社会科学

里海の定量化
（領域融合研究）
（Trans-disciplinary study）

共通事項

筏⇔湾灘 湾灘⇔海流

物質循環
監視

適正配置



　本研究では、栄養塩管理と生物生息環境の保全・再生を通じて赤
潮等の障害を起こさない健全な物質循環と高い生物生産性の実現を
目標とした持続性の高い沿岸管理手法を開発することを最終目標と
した。具体的には下記の二つのサブテーマを設け、実施している。
  サブテーマ１：栄養塩濃度管理法開発
　透明度を含めた瀬戸内海の湾灘等の海域特性、栄養塩および植
物・動物プランクトンやイカナゴ・カタクチイワシ等プランクトン
食魚に至る生態系構造、プランクトン食魚の個体群特性などの解析
を通じて沿岸管理手法の開発を行うことを目的とした。
 サブテーマ２：干潟・藻場の栄養物質循環・生物再生産に果たす機
能の解明
　窒素やリンといった栄養物質の循環および生物生産性維持に果た
す藻場・干潟の機能を定量的に把握することを目的とした。

 サブテーマ（１）
栄養塩濃度管理法開発

　瀬戸内海の水質管理を現在の一律管理から地政学的・社会的な特性および季節的な変動
を考慮した湾灘管理に発展させるとともに、栄養塩管理と生物生息環境の保全・再生を通じ
て赤潮等の障害を起こさない健全な物質循環と高い生物生産性の実現を目標とした持続性
の高い沿岸管理手法を開発する。

研究開発目的

業務実施体制

業務の内容

S-13

 サブテーマ（２）
干潟・藻場の栄養物質循環・生物再生産に果たす
機能の解明

サブテーマ1

サブテーマ2

研究者名：西嶋 渉
　　　　　広島大学 環境安全センター 教授

研究者名：多田 邦尚
　　　　　香川大学 農学部 教授

閉鎖性海域・瀬戸内海における
栄養塩農度管理法の開発

西嶋 渉テーマリーダー
栄養塩濃度管理法開発栄養塩濃度管理法開発

　干潟・藻場の栄養物質循環・生物再生産に果たす機能の解明　干潟・藻場の栄養物質循環・生物再生産に果たす機能の解明

テーマ1
Project

閉鎖性海域・瀬戸内海における閉鎖性海域・瀬戸内海における
栄養塩濃度管理法の開発

西嶋 渉西嶋 渉テーマリーダーテーマリーダーテーマリーダー



  サブテーマ１：栄養塩濃度管理法開発

　広島湾や大阪湾において、栄養塩および植物・動物プラン
クトンやイカナゴ・カタクチイワシ等プランクトン食性魚な
どの生物調査を実施した。その結果に基づきChl.a濃度と透明
度から一次生産量を推定する手法を開発し、1970年代後半か
らとられているモニタリングデータから一次生産量を推定
し、瀬戸内海における時間的・空間的な一次生産の分布を定
量的に示した。また、沿岸部と沖合部では明確に一次・二次
生産構造が異なることや、赤潮レベルの一次生産では上位への
転送効率が落ちることなどを明らかにした。人為的な負荷とと
もに、地理的な自然要因によっても赤潮等の障害や透明度の低
下が起こると考え、植物プランクトンを含まないバックグラウ
ンド透明度を求める方法を開発した。バックグラウンド透明度
に加えて、夏場の密度躍層の強さと塩分を指標に海域の脆弱性
（植物プランクトンの増殖の起こりやすさ）の高い海域を特定
し、単純な沿岸部と沖合部ではない自然環境特性に基づく脆弱
性指標を開発し、地形的特徴に基づく「湾灘」よりも栄養塩管
理にとって有用な新しい指標を提示した。
　イカナゴおよびカタクチイワシは、典型な魚食魚であるタ
チウオの餌の3割～6割を占めており、瀬戸内海の健全な物質

循環を維持する上で低次生態系と魚類等高次生態系をつなぐ重要性が科学的に裏付けられた。このう
ち、イカナゴは砂地に強く依存するため、海砂利採取による生息地攪乱の影響が懸念されていた。過去
に主要なイカナゴ漁場があったものの、海砂利採取が大規模に行われた安芸灘・燧灘周囲においてイカ
ナゴ生息地の攪乱の現状を明らかにし、この海域に残存する貴重なイカナゴ生息地の特定に貢献する知
見が得られた。

 サブテーマ 2：干潟・藻場の栄養物質循環・生物再生産に果たす機能の解明

　藻場の栄養塩収支を測定した。潮汐によって湾内にもたらされる
栄養塩と比較して、アマモの窒素要求量が大きいことが明らかと
なった。また、堆積物間隙水中に含まれる栄養塩については、アマ
モの生長を支えるには不十分であると考えられた。一方、降雨に伴
う短期的な栄養塩の供給に対して，アマモは迅速に応答し、栄養塩
を取り込むことが明らかとなった。
　これらの結果から、アマモの生長およびアマモ場の存続は様々な
栄養塩の供給によって支えられていることが示唆された。

堆積物採取（高松市 新川干潟）

これまでの実績

採水作業（豊潮丸）

干潟（香川県丸亀市沖「園の洲」）

藻場（高松市 生島湾）



　開放性内湾が連なる三陸沿岸海域における沿岸環境管理法の開発に係る全体の研究計画は、
三陸沿岸海域におけるエコトーンと海域利用の変遷をモニタリングし、森川海の物質循環を定量
的に調べ、どのような人手を加えることが豊かな沿岸海域を復活させることに有効かを明らかに
する。三陸海岸海域におけるカキ・ホタテ・ワカメなどの最適養殖法の提案を行う。

  サブテーマ（１） 
遷移する沿岸環境監視とそれを応用した
沿岸海域管理法開発

  サブテーマ（２）
森-川-海の栄養物質輸送機構の解明

  サブテーマ（３）－１ 
森-海の物質輸送に果たす有機物の役割解明

  サブテーマ（３）－２ 
森-海の物質輸送に果たす有機物の役割解明

業務の内容

業務実施体制

S-13

サブテーマ1

サブテーマ3

研究者名：小松 輝久
　　　　　横浜商科大学 商学部 特任教授

研究者名：門谷 茂
　　　　　北海道大学 大学院環境科学院 特任教授

研究者名：吉村 千洋
　　　　　東京工業大学 大学院理工学研究科 准教授

研究者名：西村 修
　　　　　東北大学 大学院工学研究科 教授

サブテーマ2

開放性内湾が連なる三陸沿岸海域に
おける沿岸環境管理法の開発

小松　輝久テーマ2
Project

遷移する沿岸環境監視とそれを応用した沿岸海域管理法開発遷移する沿岸環境監視とそれを応用した沿岸海域管理法開発
森-川-海の栄養物質輸送機構の解明森-川-海の栄養物質輸送機構の解明
森-海の物質輸送に果たす有機物の役割解明森-海の物質輸送に果たす有機物の役割解明

テーマリーダー

開放性内湾が連なる三陸沿岸海域に
おける沿岸環境管理法
開放性内湾が連なる三陸沿岸海域に
おける沿岸環境管理法の開発

小松 輝久小松 輝久小松 輝久テーマリーダーテーマリーダーテーマリーダー



　大津波の甚大な影響を受けた開放性内湾からなる三陸の沿岸生態
系と養殖などの人間活動の変遷をモニタリングし、津波で再生した
塩性湿地や被害を受けた藻場などのエコトーン、海域利用の状況を
明らかにする。また、森川海をつなぐ物質循環を調べ、開放性内湾
における、環境収容力に見合い、良好な環境を維持でき、収益を確
保できる、カキなどの最適養殖法の提案、塩性湿地などのエコトー
ンの機能の評価、「森が海の恋人」であることの定量的な証明を行
う。また、津波防潮堤が沿岸海域の環境に及ぼす影響を分析し、健
全な自然生態系や海洋環境と共存可能な沿岸域のあり方を、生態系
モデルを開発する総括班と共同で提案する。以上をもとに、三陸沿
岸の開放性内湾においてどのような人手を加えることが豊かな沿岸
海域を復活させることに有効かを明らかにする。

  サブテーマ１：遷移する沿岸環境監視とそれを応用した沿岸海
域管理法開発

  サブテーマ２：森－川－海の栄養物質輸送機構の解明

  サブテーマ3－1： 森－海の物質輸送に果たす有機物の役割解明

  サブテーマ3－2： 森－海の物質輸送に果たす有機物の役割解明

　人工衛星画像や現場調査により三陸沿岸で津波により形成された
代表的な塩性湿地、干潟、被害を受けた藻場の分布、河口域等の津
波前後の分布の変化を調べた。志津川湾内の藻場分布および養殖筏
の種類別のマッピングやカキの身入調査を行うとともに、水温・塩
分・流向流速といった海洋環境データを周年にわたって取得し、生

態系モデルを作成するための資料とするとともに、総括班作成の生態系モデルの結果が志津川湾でのカキ等の成長
を説明できるかを検証した。志津川湾のデータを提供し、環境に負荷をかけない持続的な養殖認証する国際認証で
あるASCを戸倉出張所のカキ養殖が取得するのに協力した。テーマ2とテーマ5のモデル計算の研究結果を志津川湾
の地元と共有し、将来の海洋環境を考える協議会を地元とともに開催した。

　志津川湾および流域河川において溶存有機物および溶存鉄の動態を継続的に調査することで、鉄の供給源や輸送
過程、そして、志津川湾域における溶存鉄の時空間分布、藻類による摂取プロセス、鉄の収支などの全体像を解明
した。その結果、流域の土地被覆や水利用が河川の有機物（腐植物質等）や鉄に及ぼす影響が明らかとなり、流域
の土地被覆と河川水中の溶存鉄を比較することで，土地被覆ごとの溶存鉄の原単位を推定した。また、主要な植物
プランクトン（珪藻）の培養実験の結果から、志津川湾では基礎生産を制限するレベルまで溶存鉄濃度が低下する
場合が認められた。そして、これらの結果を総合的に評価することで、陸域から供給される有機物および鉄が湾内
での基礎生産に果たす役割を季節ごとに解明した。

　志津川湾において、流入河川からの粒状有機物(POM)の供給量や組成、湾内におけるPOCの生産と現存量、外洋か
らの流入・流出等を調査し，内湾におけるPOMの動態の全体像を四季にわたって明らかにした。海水中や底質中の
POMおよび湾内の主要な養殖対象であるカキの餌料については、その生物的・空間的起源が季節間や湾内地点間で
変化する様子を、炭素安定同位体比や脂肪酸組成の分析に基づき明らかにした。
　カキ養殖施設と湾内環境の相互的関係についての調査では、養殖施設から海水・底層への有機物供給とともに，
その沈降・堆積過程で藻類由来の有機物が相対的に減少するなどの組成変化や酸素消費活性低下の過程を明らかに
した。また、本湾を対象として作成が進められる生態系シミュレーションモデルで必要となるPOM動態に関連する
各種の境界条件やモデルパラメータを定量調査に基づき提示した。
　湾内のカキ養殖施設の密度が異なる地点間でカキの生長を約2年にわたり比較した結果、密度が比較的低い戸倉地
区海域で生長が早いことを明らかにした。また、メソコズムによって年齢の違うカキの摂餌実験を行い、糞（疑糞
を含む）の炭素含量と酸素消費速度が年齢のより若いカキで小さくなることを明らかにした。これらの結果は、カ
キ養殖施設の設置密度を低下させると、生長が早く若い年齢で出荷できるとともに、高年齢のカキを出荷するより
も環境負荷を低減できることの根拠を与えるものである。

　湾内において河川からもたらされる栄養塩類を周年にわたりモニターし、流入量を評価した。栄養塩類がどのよ
うな挙動を示すのかを中心に、計器観測や採水試料の分析値と、湾口での流れ観測、総括班の流れシミュレーショ
ン、文献の海水流動の情報を使用して、四季にわたって水平的、鉛直的分布および栄養塩の流入と流出を明らかに
した。同時に、物質循環系（生物生産系）の基礎をなす、各種基礎生産者(植物プランクトン、底生微細藻類、付着
性微細藻類等)の現存量を定量化した。また、これらの基礎生産速度を実測し、志津川湾全体の基礎生産能力を評価
した。さらに、湾内の主要養殖魚介類であるカキに関わる栄養塩循環を現場観測と室内飼育実験の情報をもとに解
析した。これらの結果をもとに，栄養塩循環の全体像を四季にわたって得た。また、流域の土地被覆や利用と河川
の栄養塩との関係から、土地被覆ごとの栄養塩の原単位を推定した。

研究開発目的

これまでの実績



  サブテーマ（１） 
国際的閉鎖性海域の管理法提案

  サブテーマ（２）－1 
日本海環境変動予測モデルの構築

  サブテーマ（２）－２ 
日本海環境変動予測モデルの構築

  サブテーマ（３）
日本海高次生態系モデルの構築

業務実施体制

業務の内容

サブテーマ1

サブテーマ2

サブテーマ3

研究者名：郭 新宇
　　　　　愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授

研究者名：広瀬 直毅
　　　　　九州大学 応用力学研究所 教授

研究者名：森本 昭彦
　　　　　愛媛大学 沿岸環境科学研究センター 教授

研究者名：吉田 尚郁
　　　　（公財）環日本海環境協力センター 主任研究員

サブテーマ1

サブテーマ2

サブテーマ3

　地球環境変動・東シナ海の環境変動が対馬暖流内側域に及ぼす環境変化及びその各湾への
影響の共通性と独自性を明らかにし、MPA（海洋保護区）指定が生物多様性保全に果たす役割
を解明し、MPAにおける生物保護活動と漁業活動との調整方法を提案するとともに、日本・中国・
韓国・ロシア等が連携した日本海・対馬暖流域統合管理手法を提言する。

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

吉田 尚郁
国際的閉鎖性海域の管理法提案国際的閉鎖性海域の管理法提案
日本海環境変動予測モデルの構築日本海環境変動予測モデルの構築
日本海高次生態系モデルの構築日本海高次生態系モデルの構築

テーマ3
Project

テーマリーダー

S-13 ・島嶼を含む国際的閉鎖海 ・
日本海の海域管理法日本海の海域管理法日本海の海域管理法日本海の海域管理法日本海の海域管理法日本海の海域管理法日本海の海域管理法
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

吉田 尚郁吉田 尚郁吉田 尚郁テーマリーダーテーマリーダーテーマリーダー



　近年、日本海で生じている様々な環境変動が、将来の日本海
の海洋生態系に与える影響を明らかにし、影響の未然防止や低
減、変化への適応策を示す日本海管理手法を提案していくこと
が、本研究テーマの目的である。本テーマでは、環境変動の中
でも特に、東シナ海からの栄養塩負荷と地球温暖化に着目し、
4つのサブテーマが連携し、日本海の物質循環、低次生態系、
高次生態系の環境変動に対する応答メカニズムを解明し、予
測・監視・管理の観点から、効率的・効果的な管理手法を提案
していく。
　また、日本海は国際的閉鎖性海域であり、わが国のみならず
対岸諸国との連携も必要であることから、日本海の国際共同管
理方策についても合わせて検討を行い、北西太平洋地域海行動
計画（NOWPAP）や他の国際機関との連携を視野に入れ、関
係各国との調整を進める。

 サブテーマ１：国際的閉鎖性海域の管理法提案
　これまでの研究により、日本海の沿岸域が東シナ海からの
影響を非常に強く受けていること、日本海の環境が将来、東
シナ海からの影響や地球温暖化の影響で大きく変化する恐れ
があることが示された。

　これを受け、日本海沿岸域管理の実現に向けた3階層管理を提案した。3階層管理とは、東シナ海を含め
た広域管理、日本海・対馬暖流域における中規模管理、個別の湾や沿岸域における局所管理を組み合わせ
るものである。
　広域管理としては、東シナ海からの影響や日本海の環境変化を早期に捉えるための国際共同モニタリン
グ体制の構築、栄養塩の広域管理について具体化を進める。
　中規模管理として、日本海の代表的な生物であるスルメイカ・ズワイガニを対象として、それらの持続
的利用を目的とした、環境変動に適応した動的海洋保護区の設置を提案する。
　局所管理においては、富山湾を対象海域とし、本海域の特徴である海底湧水に着目し、外洋と陸域から
の影響のバランスに基づく、陸海統合管理を提案する予定である。
 サブテーマ２－1：日本海環境変動予測モデルの提案
　対馬暖流により東シナ海から日本海へ輸送される栄養塩量の季節・経年変化に伴う日本海の低次生態系
の応答を調べるため、3次元物理-低次生態系結合モデルを構築した。本モデルは日本海、特に対馬暖流域
の植物プランクトン量の季節変化を高精度に再現した。また、このモデルにより、日本海の基礎生産への
東シナ海起源、日本海起源、陸域起源の栄養塩それぞれの寄与率や負荷量変化への低次生態系の応答を明
らかにし、サブテーマ1 が提案する3階層管理法への情報を提供している。さらに、東シナ海から日本海へ
の栄養塩輸送量変化が何に起因して起こるのかを解明するため、東シナ海を対象とした3次元物理－低次
生態系モデルを開発している。
 サブテーマ２－２：日本海環境変動予測モデルの提案
　日本海低次生態系モデルを溶存酸素量データによって最適化し、信頼性の高い将来予測を可能とした。
RCP2.6と8.5シナリオの条件設定により、日本海の海面水温は100年間でそれぞれ約1.0と2.4℃上昇、栄養
塩濃度は東シナ海と日本海で対照的な変動傾向を示すなど、海洋環境の長期変化を定量的に予測した。
 サブテーマ３：日本海高次生態系モデルの構築
　日本海の代表的生物であるスルメイカ・ズワイガニの浮遊幼生について、粒子追跡を用いて産卵量、産
卵密度、海流、ランダムウォーク、水温、餌、遊泳行動などの条件を考慮した輸送生残モデルを開発し
た。過去20年間のスルメイカ資源量の経年変動に最も影響を与えた要素は親魚の数であることがモデルの
感度実験より分かった。また、ズワイガニ資源量の経年変化について、幼生の初期分布と海流条件の重要
性が分かった。
　輸送生残モデルの応用として海洋保護区設置の効果を評価した。スルメイカについて、東経126.9～
128.5度、北緯30.2～33.6度を11月10日から1か月禁漁すれば、年間資源量の3割弱を保護できると試算し
た。また、ズワイガニについて、幼生の空間分布と海流の影響が大きいため、場所と期間を固定するタイ
プの保護区（静的保護区）より、場所と期間を可変するタイプの保護区（動的保護区）の効率が高いこと
を示した。今後、サブテーマ２－２の温暖化シナリオに合わせて、スルメイカ・ズワイガニの資源予測を
行い、海洋保護区の効果を再評価する。
　富山湾の陸海統合管理の科学根拠を提供するために、低次生態系モデルを構築した。外洋起源、河川起
源、地下湧水起源栄養塩の役割を評価する。

研究開発目的

これまでの実績



  サブテーマ（１） 
生態系サービスの経済評価

  サブテーマ（２） 
沿岸海域三段階管理法提案

  サブテーマ（３）
人文科学的考察に基づく市民と沿岸海域を
結ぶ物語の発見・構築・継承

  サブテーマ（４）
対馬・五島の海洋保護区における漁業活動
調整

業務実施体制

業務の内容

S-13

サブテーマ1

サブテーマ2

サブテーマ3

サブテーマ4

研究者名： 仲上 健一
　　　　　 立命館大学 政策科学部 特別任用教授

研究者名： 日高 健
　　　　　　近畿大学 産業理工学部 教授

研究者名： 印南 敏秀
　　　　　　愛知大学 地域政策学部 教授

研究者名：清野 聡子
　　　　　九州大学 大学院工学研究院 環境社会部門 准教授

仲上 健一
生態系サービスの経済評価生態系サービスの経済評価
沿岸海域三段階管理法提案沿岸海域三段階管理法提案
人文科学的考察に基づく市民と沿岸海域を結ぶ物語の発見・構築・継承人文科学的考察に基づく市民と沿岸海域を結ぶ物語の発見・構築・継承
対馬・五島の海洋保護区における漁業活動調整対馬・五島の海洋保護区における漁業活動調整

沿岸海域の生態系サービスの経済評価・
統合沿岸管理モデルの提示

　日本の沿岸海域の生態系サービスの経済評価およびサステイナビリティ評価を計算する。
沿岸域の持続可能な発展のために必要な沿岸域統合管理手法の提案を行う。非漁民と沿岸海域
を結びつけ、彼らを沿岸海域管理に組み込むために必要な里海物語の発見・構築・継承を行う。
対馬・五島の海洋保護区における漁業活動調整に関する方式を提案する。

テーマ4
Project

テーマリーダー

沿岸海 生態系サ ビス 経済評 ・
統合沿岸管理モデル
沿岸海域の生態系サービスの経済評価・
統合沿岸管理モデルの提示

仲上 健一仲上 健一仲上 健一仲上 健一テーマリーダーテーマリーダーテーマリーダーテーマリーダーテーマリーダーテーマリーダーテーマリーダーテーマリーダー



　本研究開発目的は、統合的沿岸域管理（ ICZM:Integrated 
Coastal Zone Management ）の実現のための要素を「里海」を軸と
した統合的沿岸海域管理に関する指標として設定し、沿岸海域の
生態系サービスの経済評価、サステイナビリティ評価を行い、沿
岸海域環境評価の基本的データベースを構築し、2050年の統合沿
岸管理モデルの提示のための基礎資料を作成することである。
　沿岸域管理においては、地先レベルの小規模な沿岸海域管理、
それをネットワークした海域や灘単位での広域な沿岸海域管理、
さらにそれらを支援し、コントロールする日本全域での沿岸海域
管理という三段階で構成される沿岸海域管理制度について提案す
ることを目的とする。日本における今日の沿岸海域で経済活動を
行う漁民は0.2％以下で、後継者不足が深刻な現状を踏まえ、人文
（生活）科学による里海創生の物語を発見・構築と、実践活動に
よる継承により、持続可能な沿岸海域管理のあり方を考究する。
沿岸海域管理の実践的対
象地区として対馬・五島
列島における海洋保護区
（MPA）検討の枠組づく
り検討および住民や漁業
者と協働による漁業活動
調整のあり方を政策提言
する。

  サブテーマ１：生態系サービスの経済評価

  サブテーマ２：沿岸海域三段階管理法提案

  サブテーマ３：人文科学的考察に基づく市民と沿岸海域を結ぶ物語の発見･構築･継承

  サブテーマ４：対馬・五島の海洋保護区における漁業活動調整

　イ）沿岸海域開発プロジェクトのレビュー：宮城県漁業協同組
合志津川支所、日生町漁業協同組合、石川県漁業協同組合ななか
支所で、組合員を対象とした意識調査を実施し、環境保全や漁業

の継続意思などの実態把握を試みた。また、南三陸森林組合の組合員にも意識調査を行い、漁業者・林業者双方
のお互いに対する意識測定を行った。ロ）生態系サービス：評価対象となる生態系サービスの抽出、表明選好法
のためのシナリオを検討した。また瀬戸内海沿岸を対象にした生態系サービスの経済価値に関する長期的変化を
問うWebアンケート、さらに広島湾の沿岸に居住する住民を対象とした「海のきれいさと豊かさ」を経済価値の
観点から評価する郵送アンケートを実施した。ハ）Costanza法：Costanza法をベースとして、日本の沿岸域を対
象とした経済価値評価を実施し、データベースの構築と干潟への適用を行った。ニ）サステイナビリティ評価：
沿岸海域に関するサステイナビリティ評価事例を収集し、評価方法を確立するとともに、瀬戸内海への適用を
行った。また、岡山県備前市日生地区において、中学生を対象に実施されているアマモを用いた環境教育を、生
徒への聞き取り調査などを中心とした参与観察の手法から、その意義と効果測定を行った。

　大阪湾と播磨灘、そして志津川の周辺海域を対象として、里海や沿岸海域管理の実態調査及び事例分析を行っ
た。そして広域的な総合管理の実現を阻む要因と改善点を抽出し、それらをガバナンス階層に沿って総括するこ
とにより、多段階管理仮説のフレームワークを構築した。構築に際しては、海外の事例分析を通じた有効性の検
証も実施し、他テーマの研究成果も活用しながら、多段階管理のモデル改善に取り組んだ。

　Ｓ-１３が対象とする３海域について、瀬戸内海東部・南三陸町志津川・北陸および五島を中心に、里海という
観点から現地の漁協・博物館等の協力を得て生活文化の特色を分析した。その結果、日本の伝統的な魚食文化が
危機的な状況にあり、多様性が損なわれようとしていることが明らかとなった。幅広い世代が楽しく参加できる
「里海再生」の実践について提言をまとめつつある。

　島の海の地域知を収集し、沿岸環境科学的手法によるその科学化の方法論を形成した。特に海洋保護区
（MPA）は生物多様性の保全と持続可能な利用を通じて総合的な海洋環境政策につながることがわかった。九
州北西部海域では各自治体の特徴的な海洋政策がみられる。それが結果的にMPAネットワークとなり広域的な海
洋環境の保全に資する可能性が示された。

志津川湾

研究開発目的

これまでの実績



　沿岸海域で問題となる水質や漁獲量は沿岸海域の海洋生態系特性に
基づいて決まっており、それらを直接管理することはできない。沿岸
海域の環境特性を決めている透明度、底層DO・TP・TN濃度などを
決定する支配要因は沿岸海域のみならず、陸域・外洋・海底・大気に
も存在し、自然科学的要因のみならず、社会科学的要因も存在するか
らである。
　しかし、水質や漁獲量変動に主な影響を与える要因を制御・管理す
ることは可能である。例えば、沿岸海域のTP・TN 濃度を左右する主
要な要因は、陸からの負荷量・底質からの溶出量・外洋からの負荷量
の3 つである。これらの要因に対する望ましいTP・TN 濃度を実現す
るための施策を考え、その効果を数値モデルにより評価し、その施策
のC/B（費用・効果）経費を概算し、実際にそれを実行して、TP・
TN 濃度の変化、藻場・浅場面積の変化、養殖法の変化、土地利用の
変化、等を監視し、必要な施策の変更を行う、というPDCA サイクル
を実施して、順応的管理を行うことが肝要である。望ましい沿岸海域
環境を創生する適切な環境施策立案のために、陸域・海域、自然・社
会科学を融合した統合数値モデルを構築することを目的とする。

沿岸海域管理のための統合数値モデルの構築

　各テーマの研究データを集約し、21世紀の持続可能な沿岸海域利活用を目指した沿岸
海域管理手法に関する統合数値モデルを作成する。
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   テーマ：沿岸海域管理のための統合数値モデルの構築

　平成26，27年度には統合モデル構築を目指して、１）広島湾のカ
キ養殖、２）播磨灘のノリ養殖、３）大阪湾の透明度と底層DO、
４）洞海湾の貧酸素水塊、５）大阪湾のイカナゴ、６）大阪湾のカ
タクチイワシ、７）志津川湾の夏季養殖、モデルを開発してきた。
平成28年度はこれらのモデル開発成果を踏まえて、１）志津川湾統
合モデル、２）瀬戸内海統合モデル、を開発している。

（１）広島湾の最適カキ養殖量の推定
　広島湾における流動・低次生態系モデルにカキ養殖モデルを結合
した数値モデルの構築を行い、カキ収穫量とカキ筏下の底層DO濃度
を再現した。その結果、陸岸からの年間リン負荷量が一定の場合、
夏季（非収穫期）にリン負荷量を1/4に削減しその分を収穫期にまわ
すと、養殖カキ収穫量が最大となり、底層DO濃度が最も高くなるこ
とが明らかになった。

（２）播磨灘の冬季栄養塩分布の再現とノリ養殖との関係
　冬季播磨灘の流動・低次生態系結合モデルの開発を行い、小型珪
藻・大型珪藻・養殖ノリについて栄養塩同化の卓越状況を再現し
た。その結果、大型珪藻が播磨灘北部にブルーミングすること、ブ
ルーミングに対応したDIN濃度の低下が生じることがモデルで再現
できるようになった。

（３）大阪湾の夏季透明度と底層DOの再現
　大阪湾の流動・低次生態系結合モデルの開発を行い、表層COD濃度・クロロフィルａ濃度を用いて透明度を推定するア
ルゴリズムを確立し、その再現性を確認した。

（４）洞海湾における貧酸素水塊消滅機構
　洞海湾の流動・低次生態系結合モデルの構築を行い、海域環境を悪化させる要因とされてきた貧酸素水塊が解消する過
程の再現を行った。その結果、2011年は1994年と比較して、湾奥水柱のDO消費量と湾奥海底表層泥の酸素消費量が大き
く減少し、貧酸素水塊が解消したこと、これは陸岸からのTP 負荷量の減少に起因していることが明らかになった。

（５）大阪湾におけるイカナゴ転送効率
　大阪湾の流動・低次生態系モデルにイカナゴサブモデルを組み込み計算を行った結果、動物プランクトン→イカナゴの
転送効率が6.4%であることを推定した。

（６）大阪湾におけるカタクチイワシ転送効率
　大阪湾の流動・低次生態系モデルを用いて、友ヶ島水道から粒子を投入して１か月間追跡計算を行い、水温に依存した
成長率、動物プランクトン密度に依存した生残率を与えて計算を行った結果、動物プランクトン→カタクチイワシの転送
効率が1.1%であることが明らかとなった。

（７）志津川湾におけるカキ養殖の環境容量
　志津川湾の流動・低次生態系モデルの開発を行い、テーマ２で観測され
た湾内流動、リン・窒素・クロロフィルａ分布・養殖カキの水揚げ量を再
現した。カキ養殖筏を30%削減することにより、養殖期間が18ヶ月から
10ヶ月に短縮され、身入りが向上することが確認され、夏季でも海底付近
のDOがあまり低下しないことが明らかになった。

（８）志津川湾統合モデル適用
　志津川湾における流動・低次生態系モデルにカキ養殖・ワカメ養殖・ホ
ヤ養殖・ホタテ養殖・ギンザケ養殖モデルを組み込み、どのような養殖場
配置・養殖量が湾内で最大生産量・最大収益を生み、同時に海底環境も悪
化させないかを、定量的に明らかにする計算を行いつつある。さらに、ど
のような土地利用方法が志津川湾に最大TP・TN・溶存鉄負荷量を生みだ
すかを明らかにする計算を行う予定である。

（９）瀬戸内海統合モデル構築
　瀬戸内海全域の流動・低次生態系モデルに水質・底質相互作用過程モデ
ル、干潟・藻場モデルを組み込み、環境省瀬戸内海水質総合調査による年4
回のTP・TN・透明度・底層DO分布を再現する計算を行いつつある。再現
を確認した後、このモデルを用いて、瀬戸内海の目標平均透明度６．５ｍ
を実現するために必要な陸上からのTP・TN負荷量を明らかにし、干潟・
藻場再生・整備が各湾・灘の水質や魚類生産に与える影響を定量的に明ら
かにする計算を行う予定である。

カキの養殖筏（志津川湾）

採水作業（広島湾）

これまでの実績
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