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瀬戸内海との縁 

 私は長崎・五島生まれの愛媛・椋名育ちであると、ふと思うことがある。五島は東シナ海に浮か

ぶ五島列島のことである。有人島、無人島合わせて 140 におよぶ島々の間には、田の浦瀬戸、奈留

瀬戸をはじめ、数多くの海峡が控える。さながら瀬戸内の風景である。椋名は、瀬戸内海西部、越

智諸島のひとつ、大島の西岸に位置する漁村である。来島海峡に面し、古くから釣漁業がさかんで

あった。明治時代の一時期に使われた渦浦という村名は、海峡の急潮ぶりをほうふつとさせる。 
 本当の生まれと育ちは、兵庫県伊丹市である。瀬戸内海に面してはいない。とはいえ、小学 4 年

生の春の遠足は須磨水族館であった。「城好き少年」となった中学生の頃には、日曜日の朝、何を思

ったのか明石城の巽櫓と坤櫓を見たくなり、それこそママチャリ程度の自転車で、数百円をポケッ

トに入れただけでひたすら国道 2 号を走った。くだんの城をゆっくりと見学したのち夕刻になって

やっと帰宅し、家族をあきれさせた。瀬戸内海沿岸とはそれなりに縁があった。 

漁業地理学研究の場へ 

 五島と椋名は、実は、自身が 1976 年に人文地理学の研究を志して大学院に進学したのち、調査

でお世話になったフィールドである。法学部を卒業した私は、目標は高かったかもしれないが、学

力は散々であった。研究テーマも決められぬまま無為に 1 年を暮らした春、指導教授の勧めもあっ

て五島列島に出かけた。福江島に近い椛島というひなびた小島に渡ったところ、興味深い話を聞い

た。島はかつてイワシ網の根拠地としてたいへんにぎわったというのである。そのことは、集落や

漁港の姿からは想像すらできなかった。漁業の盛衰の話に魅かれ、夏には椛島で1か月を過ごした。

このフィールドワークを通じて、島の漁業経済の変容に関する修士論文をなんとか仕上げた。 
 学問を究めるための能力が備わっていないのは、本当に恥ずかしいことである。学識が十分でな

いままに繰り返す聞き取り調査に、自身が飽きてしまうことを経験せざるを得なかった。その後も

五島には足繁く通ったが、フィールドに出るが何をしたらよいのかわからない状態に陥ってしまっ

たのはいうまでもない。 
 1978 年 11 月、中通島の小串という漁村に出かけた。漁協にて大型定置網の話を伺ったとき、参

事さんから網起こしに付き合ってはどうかと声をかけていただいた。翌朝、民宿で雨合羽とゴム長

靴を準備してもらい、勇んで漁港に出かけた。漁業活動を目の当たりにできる貴重な機会に、船団

の構成と漁業者の人数、出港時刻や漁場到着時刻、網起こし活動、水揚げ作業などについてできる

だけ正確に記録した。残念ながら、ここで得たデータは、漁業労働力配分に関するレポートには全

く反映できなかった。しかし、自身が漁業活動に能動的に関わり、そこからデータを見出す方法に

よって、漁業研究の奥深さと面白さを感じる気持ちをはっきりと焼き付けることはできた。 

瀬戸内での漁場利用調査 

 農業地理学では、土地利用が重要な研究テーマである。それでは、漁業地理学における漁場利用

の研究はどうであろうか。当時、文書史料を使った用益権の研究はすでにおこなわれてはいたが、

漁業者が実際に漁場をいかに利用するかについては、研究の蓄積がほとんどなかった。漁業者の技
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術が漁場においていかに発揮されるのか、自然に対する「漁業知」はどのようなものなのか、私は

このような視点による漁場利用形態を是非とも知りたいと思うようになった。いわば「海の上で漁

を学び、海の上でデータを見出す」試みができないものかと考えたのである。 

 1979 年春、論理と方法を実証できる調査地はないかと悶々としているとき、広島県の尾道から愛

媛県の今治まで、すなわち現在のしまなみ海道とほぼ同じルートに沿って「漁村を探す」機会を得

た。最後になってようやく出会えたのが椋名であった。ここは延縄漁と一本釣漁がさかんで、来島

海峡の潮汐・潮流現象を意識した漁業活動がみられた。その夏から、時間をつくっては椋名に通い、

乗船調査による漁業活動の分析や定点観察による活動時間のチェックを続けた。漁業者の皆さんと

の関係も密になり、長時間にわたる聞き取り調査もまったく苦にならず、むしろ語りあえることが

喜びとなっていった。椋名の漁業者の皆さんは、「育ての親」になってくださった。人間とそれを取

り巻く環境との関係性が少しずつわかってきた頃であった。 

めぐり巡って兵庫の海へ 

 35 歳で大学に職を得てからの 10 数年間は、毎夏休み、西南太平洋各地の小規模漁業の調査に赴

くことになった。ところで瀬戸は狭門や迫門などと書き、本来、海峡を意味する言葉である。海外

調査でも瀬戸には縁があった。パプアニューギニアでは海の民が住むトレス海峡に面した小集落、

マレーシアではマラッカ海峡沿いの華人漁村、インドネシアではマカッサル海峡に浮かぶサンゴ礁

島をフィールドとした。 

 海外調査が一段落しはじめたころ、兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会の末席に加えていただく

ことになった。10 年間、行政、系統、現場の皆さんからそれこそ生々しい多くのことを学んだ。漁

業規制や調整の難しさを十分に理解できぬ「地理屋」に対して、委員を務める漁協の組合長から、

「正確な記録を残すのがあんたの仕事や」と再三にわたって教えられたし、別の組合長からは、机

上の空論になりがちな私の考えに対して、「うちの浜にきて、汗かかんかい」という厳しいアドヴァ

イスもいただいた。いずれもが、現在も私にとっての重要な指針である。 

 2005 年 10 月、兵庫県漁業協同組合連合会と一般財団法人兵庫県水産振興基金が中心となって、

若手漁業者研修の場「大輪田塾」が設立された。漁村地域の指導者・浜のリーダーにふさわしい人

材を養成する塾である。本年で 14 年目を迎え、すでに多くの浜のリーダーを輩出しているし、塾

自体も兵庫県漁業のひとつの核として位置づけられるにいたっている。最新版の『水産白書』には

塾に関するコラム記事も掲載された。私は立ち上げ当初から塾に関わらせていただいた。県内各地

から入塾する、年齢が親子以上に離れた漁業者の皆さんからいつも刺激をいただいている。 

 「消費流通検討交流会」と称して、県内の漁業関係者の皆さんと、自身が指導するゼミ学生との

交流が、いつの間にか 7 年目を迎えた。教室にお招きし、漁業の現状についてレクチャーをいただ

いたり、美味しい兵庫の水産加工品の試食会を催していただいたり、学外へ出かけてはセリの見学、

水産物の調理実習、タコ釣り体験、カキの種付けと収穫体験など、毎年のように盛りだくさんのプ

ログラムが続いてきた。この 6 月には、20 人以上の皆さんが、本学図書館が所蔵する 1897（明治

30）年作成の『兵庫県漁具図解』を閲覧するためにお越しくださった。漁業者の皆さんはいつも「ウ

ィン・ウィンの関係や」とおっしゃってくださるが、いやそうではない。お世話になりっぱなしな

のはこちらの方である。 

 「めぐり巡って兵庫の海へ」は自分にとっては幸せすぎる。大した時間が残されているわけでも

ないし、おこがましいが、少しでも兵庫の漁業に貢献できればこんなに嬉しいことはない。 
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瀬戸内海の藻場・干潟の変遷 

―藻場・干潟分布状況調査についてー 

 

 

 

 

 

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 審査係長    
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１．はじめに 

陸域と海域の中間に位置し、それらの相互作用を受ける沿岸域には、水質浄化及び物質循環の機能を

有し、かつ、多様な生物の生息・生育の場として沿岸生態系の重要な役割を担う藻場・干潟が分布してい

る。 

瀬戸内海における藻場については、1960 年から 1990 年までの間に、アマモ場の約７割が消失している

（図１）。また、干潟については、1898 年から 2006 年までの間に約５割が消失している（図２）。 

そのような中、2015 年には、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律が施行され、また、

同年、瀬戸内海環境保全基本計画も変更された。これらの改正及び変更において、瀬戸内海の環境保全

について、生物の多様性及び生産性が確保されている等その有する多面的価値及び機能が最大限に発

揮された「豊かな海」とするという考え方が明確にされるとともに、藻場・干潟その他の沿岸域の良好な環境

の保全、再生及び創出等の措置を講ずることも追加された。 

これを受け、環境省では、1989～1990 年に実施された第４回自然環境保全基礎調査（環境庁）（以下、

「既往調査」という。）以来、約 25 年ぶりに、瀬戸内海全域において藻場・干潟の分布状況調査を実施した。

今回は、最新の藻場・干潟の面積を、統一した客観的手法で把握することを目的に、新たに衛星画像を活

用して、2015～2017 年度の３年間で調査を実施した。 

図１ 瀬戸内海における藻場面積の推移 図２ 瀬戸内海における干潟面積の推移 

出典）1898､1925､1949､1960､1966､1969､1971 年：瀬戸内海要覧（建設省中国地方建設局） 

出典）1978～1979 年：第 2 回自然環境保全基礎調査 海域調査報告書（環境庁） 

出典）1989～1990 年：第 4 回自然環境保全基礎調査 海域生物環境調査報告書 （環境庁） 

出典）1995 年：第 5 回自然環境保全基礎調査 海辺調査報告書（環境庁） 

出典）2006 年：瀬戸内海干潟実態調査（環境省） 

注）出典により、面積測定方法に違いがある。響灘を除いた面積。 
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２．藻場・干潟分布状況調査の概要 

２．１ 調査範囲 

2015 年度は東部海域（紀伊水道、大阪湾、播磨灘、備讃瀬戸）、2016 年度は中部海域（備讃瀬戸（一

部）、備後灘、燧灘、安芸灘、広島湾、伊予灘）、2017 年度は西部海域（周防灘、豊後水道、響灘）を対象

とした。 

２．２ 調査手法 

瀬戸内海の衛星画像を解析し、また、現地調査を実施することにより、５ｍメッシュごとに藻場・干潟の有

無を分析。 

２．３ 現地調査の実施 

画像解析に必要な基礎情報を得るため、各エリアにおいて現地調査を実施し、海藻草類の有無の確認、

水深データの取得等を行った。 

２．４ 画像解析 

現地調査データを活用し、藻場については、藻場に相当する輝度の範囲を抽出し、干潟については、

高潮線と低潮線で囲まれた範囲を衛星画像解析により抽出した。 

２．５ 過去からの藻場・干潟面積の推移の把握調査（ヒアリング調査） 

衛星画像の解析手法を用いた本調査は、関係者ヒアリング等の手法を用いた既往調査と調査手法が異

なることから、東部海域６エリア、中部海域９エリア、西部海域８エリアにおいて既往調査と同様のヒアリング

調査を行い、結果を比較することで、藻場・干潟の面積の経年変化の試算を行った。 

 

 

 

図３ 調査範囲 
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３．瀬戸内海全域の調査結果 

瀬戸内海全域の藻場・干潟面積を表１に示す。藻場の面積は、東部海域で 3,965 ヘクタール、中部海

域で 6,272 ヘクタール、西部で 5,367 ヘクタールであり、瀬戸内海全域の藻場面積は 15,604 ヘクタールと

なった。干潟の面積は、東部海域で 1,023 ヘクタール、中部海域で 3,385 ヘクタール、西部で 6,657 ヘク

タールであり、瀬戸内海全域の干潟面積は 11,065 ヘクタールとなった。 

また、瀬戸内海のヒアリング調査実施エリア（計 23 エリア）におけるヒアリング調査の結果と、既往調査の

結果を比較すると、瀬戸内海全域においては、海草藻場（アマモ場）は 14 エリアで増加、３エリアで減少

（６エリアは変化無し）、海藻藻場（ガラモ場等）は 10 エリアで増加、11 エリアで減少（２エリアは変化無し）、

干潟は３エリアで増加（20 エリアは変化無し）となった。 

 

表１ 瀬戸内海全域の藻場・干潟面積の調査結果 

 
 

※小数点以下を四捨五入しているため、合計値が合致しない場合がある。 
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表２ 既往調査結果との比較（藻場） 表３ 既往調査結果との比較（干潟） 

 

４．おわりに 

今回の３年間の調査で、衛星画像の解析手法を用いた調査方法を確立したことにより、今後、同手法に

より調査を行った際には、分布域の増減を定量的に評価することが可能となった。藻場・干潟等の分布域

の定量的な把握により、沿岸域の保全・再生・創出の促進に繋がることが期待される。 
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ヒアリング
調査

衛星画像
解析

H元～2→
H27～29

ヒアリング→衛
星画像解析

(A) (B) (C) （B/A) （C/B)
海草 14 14 － 100.0 －
海藻 55 71 － 129.1 －
合計 69 85 78 123.2 91.8
海草 62 93 － 150.0 －
海藻 128 145 － 113.3 －
合計 190 238 129 125.3 54.2
海草 0 12 － (皆増) －
海藻 86 94 － 109.3 －
合計 86 106 51 123.3 48.1
海草 8 8 － 100.0 －
海藻 87 82 － 94.3 －
合計 95 90 52 94.7 57.8
海草 54 444 － 822.2 －
海藻 214 49 － 22.9 －
合計 268 493 349 184.0 70.8
海草 57 85 － 149.1 －
海藻 140 100 － 71.4 －
合計 197 185 170 93.9 91.9
海草 45 62 － 137.8 －
海藻 30 63 － 210.0 －
合計 75 125 129 166.7 103.2
海草 623 838 － 134.5 －
海藻 5 5 － 100.0 －
合計 628 843 941 134.2 111.6
海草 886 933 － 105.3 －
海藻 460 674 － 146.5 －
合計 1345 1607 1422 119.5 88.5
海草 180 193 － 107.2 －
海藻 51 69 － 135.3 －
合計 231 261 133 113.0 51.0
海草 250 235 － 94.0 －
海藻 21 21 － 100.0 －
合計 271 255 248 94.1 97.3
海草 72 150 － 208.3 －
海藻 231 141 － 61.0 －
合計 302 291 300 96.4 103.1
海草 431 283 － 65.7 －
海藻 342 635 － 185.7 －
合計 773 918 273 118.8 29.7
海草 0 3 － (皆増) －
海藻 195 62 － 31.8 －
合計 195 65 39 33.3 60.0
海草 0 12 － (皆増) －
海藻 508 440 － 86.6 －
合計 508 452 113 89.0 25.0
海草 108.2 193.8 - 179.1 －
海藻 430 297.1 - 69.1 －
合計 538.2 490.9 294.2 91.2 59.9
海草 0 286.2 - (皆増) －
海藻 230.8 173.3 - 75.1 －
合計 230.8 459.5 570.7 199.1 124.2
海草 0 0 - - －
海藻 404 368.2 - 91.1 －
合計 404 368.2 692.9 91.1 188.2
海草 0 0 - - －
海藻 2005 2013.4 - 100.4 －
合計 2005 2013.4 934.3 100.4 46.4
海草 0 516.1 - (皆増) －
海藻 1093.9 0 - (皆減) －
合計 1093.9 516.1 210.5 47.2 40.8
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海藻 54 128.1 - 237.2 －
合計 179.5 177.1 95.4 98.7 53.9
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海藻 220.7 242.2 - 109.7 －
合計 220.7 242.2 115 109.7 47.5
海草 0 0 - - －
海藻 181.5 156.6 - 86.3 －
合計 181.5 156.6 29.7 86.3 19.0
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湯浅湾 4 4 15 100.0 375.0

橘湾 11 11 11 100.0 100.0

大阪湾南部 1 1 0 100.0 (皆減)

淡路島東部 11 11 8 100.0 72.7

牛窓 69 69 66 100.0 95.7

詫間湾 77 83 52 107.8 62.7

松永湾 69 69 22 100.0 31.9

三津湾 74 74 507 100.0 685.1

大三島・伯
方島・大島

48 182 57 379.2 31.3

能美島 86 129 129 150.0 100.0

周防大島 22 22 121 100.0 550.0

守江湾 422 422 360 100.0 85.3

松山 5 5 82 100.0 1640.0

上灘 13 13 48 100.0 369.2

佐田岬 0 0 0 - -

徳山湾 18.7 18.7 26.1 100.0 139.6

山口湾 761.1 761.1 488.3 100.0 64.2

小串 0 0 30.4 - (皆増)

北九州 0 0 0 - -

中津 1891.1 1891.1 2879.7 100.0 152.3

国東半島 158 158 137.2 100.0 86.8

佐伯 44.6 44.6 4.5 100.0 10.1

八幡浜 0 0 7.5 - (皆増)

海域

干潟面積(ha) 比較（％）

平成27～29年度
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１．はじめに  

本特集でも取り上げられたように直近の調査によれば、瀬戸内海には１万５千ヘクタールあまりの藻場と

1 万 1 千ヘクタールあまりの干潟がある。海域や場所によりその増減の状況には違いがあるものの、この数

値には 1990 年代初頭に実施された第4 回自然環境保全基礎調査時と比較して大きな変動はなく、ここ 30

年ほどの間、瀬戸内海の藻場・干潟は比較的安定して保たれてきたといえよう。これは埋め立て等の沿岸

開発が近年収束しつつあること、また汚濁物質排出の総量規制等により水質が改善してきたこと等による

ものだろう。 

一方で平成２７年に改正された「瀬戸内海環境保全特別措置法」、また水産庁が平成２８年に示した「藻

場・干潟ビジョン」においても、藻場・干潟の保全・再生は、豊かな海の回復のための重要な課題として変

わらずに位置付けられている。本稿では、瀬戸内海の藻場・干潟の分布にみられる特性や、特に藻場の

保全・再生における今後の課題について私見も交えながら述べたい。 

 

２．瀬戸内海の藻場・干潟分布特性―湾・灘間にみられる多様性― 

瀬戸内海の藻場・干潟の分布には、地勢・環境的な特性により湾・灘等の海域間で大きな違いがみられ

る。藻場はそれを構成する海草・藻類の種によりいくつかのタイプに分けられているが、海産顕花植物の

アマモによるアマモ場、大型褐藻のホンダワラ類によるガラモ場、同じく大型褐藻でもコンブ目のアラメ・カ

ジメ類による藻場が特に重要視されている。これらの海草・藻類は、多くの種が多年生で体長が１～数ｍに

達し、現存量・生産量のみならず、生物のハビタットとして等の生態的機能も大きいためである１）。したがっ

て、施策上保全・再生の対象となる藻場はほぼこれらの藻場であり、科学的な知見も多く蓄積している。 

アマモ場は波穏やかな瀬戸内海の沿岸の景観を象徴する藻場である。その面積は高度成長期以降そ

れ以前のわずか４分の１程度まで減少したにもかかわらず、瀬戸内海では日本では北海道に続き多くのア

マモ場が分布する１）。特に安芸灘、備後灘（備後・芸予瀬戸）および備讃瀬戸など島嶼が多く、複雑に入り

組んだ海岸線に恵まれた海域では、海岸線に沿って出現する入江状の地形の場所（クボ）の砂泥域に比

較的大規模なアマモ場が形成されている。「クボ」の多い海岸線ではそれに付随して突出した岬状の場所

（ハナ）も多くなり、その周辺は風浪等の影響を受けやすいため岩盤や礫が露出して岩礁域となる。そこで

はアカモクやノコギリモク等のホンダワラ類が生育し、ガラモ場が形成されることが多い。複雑な地形により

岩礁域と砂泥域が交互に出現し、アマモ場、ガラモ場という異なる特性を持つ藻場が近接して豊かに併存

するのがこれらの海域の特徴である 2)。一方、瀬戸内海の中央部に位置するこれらの海域に対し、伊予灘

や紀伊水道等外海へ連結した海域では、海面が広く風浪の影響も強く受け、海岸には比較的大規模な岩

礁域が形成されている。ここではガラモ場だけでなく、カジメやクロメ、サガラメ等のコンブ目海藻が大きな
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藻場を作っている 2)。したがって、瀬戸内海でも海域により藻場の有り様は多様であり、 藻場に依拠した

漁業にも手法・漁獲対象に違いがみられる。  

瀬戸内海の干潟については、国内でも有数の中津干潟を擁する周防灘における面積が突出して大き

いが、その他の湾・灘においても、例え規模は小さくても干潟は重要な漁場として機能している。埋立地の

間に点々と残る干潟が、地域産品として重要なアサリの漁場になっている広島湾がその例である。各灘の

海域面積あたりの干潟面積と、同じく海域面積あたりのカレイ類、クルマエビ、その他のエビ類、ガザミ類、

貝類の漁獲量の間には有意な正の相関が検出され、干潟がこれらの魚種の生産に不可欠であることが示

唆される 2)。 

 

３．藻場の保全・再生―ハード対策における課題― 

瀬戸内海でも投石やコンクリート礁設置による藻場造成は盛んに行われている。もちろん成功事例もあ

るが、筆者が観察した限りでは、設置後基質表面に堆積した浮泥により、藻場の形成が妨げられている事

例も極めて多い。近年水質が改善し、水中の光環境は改善されつつあるが、海藻の再生産を阻害する浮

泥の影響は必ずしも軽減されておらず、その発生原因の解明や対策は重要な課題である。しかし、藻場

形成の不調の理由としては、これらの基質が施工時に比較的深い水深帯に設置されるためでもあるようだ。

設置基質の物理的安定性の確保や、航行船舶の安全をはかるためと思われるが、水深が深くなれば当然

波浪流動の影響は小さくなり、浮泥が堆積しやすい環境となる。藻場再生の施策がより効果的になるよう、

関係する行政機関の間で調整いただきたいと考えている。 

また、水産基盤整備事業で設置される投石・増殖基質には 30 年の耐用年数が求められている（水産庁

漁港漁場整備部 2017）。公共事業である故に比較的長期の耐用年数が設定されるのはやむを得ないが、

物理的安定性が重視されるため、水深のみならず比較的大型の基質が用いられる場合が多い。物理的安

定性の高い基質それ自体は、海藻植生の遷移系列において極相を構成する多年生のホンダワラ類やクロ

メの生育には望ましい。 一方で水産生物、特にそれらの稚仔の生息場所をみると、潮間帯を含む浅い水

深帯や、大きな岩盤よりも巨礫を中心とした基質で構成され、反転や漂砂の影響等適度な物理的攪乱の

ある環境であることが多い。このような場所は前述した多年生ホンダワラ類やクロメよりも、アオサ類やフクロ

ノリ、マクサ等の小型海藻が群落をつくっている。漁業者、特に磯根生物を漁獲対象としている潜水漁者

が良好な漁場として認識する天然の藻場は、ホンダワラ類やクロメの群落が主体でありつつ、その周辺に

物理的な環境勾配があり、様々な生活型の海藻がパッチ状に混生し、構成群落の多様性が高い。このよう

な藻場は、生活史のステージに応じて生じる生物側の多様なニーズに応えうる特性を有しているのだろ

う。 

 近年魚類の増殖場整備においては、生活史に応じて異なるハビタット間を移動する特性を考慮し、複

数の生態系間のネットワークを意識した考え方が主流となっている。漁場・増殖場としての藻場づくりにお

いても、例えば既存の投石礁と浅所の天然藻場を生物が移動可能な“生態的回廊”で繋ぎ、多様なハビタ

ットを連結することで生産性の回復・向上が期待できないだろうか。 

 

４．気候変動の藻場・干潟への影響―モニタリングと予測、対策の必要性－ 

黒潮や対馬暖流の影響を受ける西日本の外海域沿岸では、1990 年代以降藻場が消失・衰退する「磯

焼け」が問題となっている。植食動物による食害の甚大化が主な要因であるが、その背景には上昇する海

水温の影響がある。外海から隔離されている瀬戸内海では、これまでのところまだ大規模な磯焼けの発生

事例はない。しかし、外海域と同様、水温は一貫して上昇傾向にあり、干潟におけるナルトビエイ等による
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アサリの食害やアオサ類の異常増殖（グリーンタイド）等、水温環境の変化の影響が示唆される事象も起き

ている 3)。また、アイゴ等による藻場への食害の影響も徐々に大きくなりつつあるようだ。実際、瀬戸内海と

外海を繋ぐ豊後水道、紀伊水道では磯焼け現象が北上し、確実に瀬戸内海側へ迫りつつある 4,5)。 

IPCC の将来シナリオに基づいて我々が行った予測では、このまま温室効果ガスの排出において有効

な対策をとらなければ水温上昇により 2100 年までに瀬戸内海の藻場は多大な影響を受ける。特にクロメな

どのコンブ目藻類による藻場は確実に消失してしまう４)。磯焼けに苦しむ外海域と異なり、瀬戸内海ではま

だ危機感が薄いが、異変をいちはやく察知するためのモニタリング体制を早急に構築すべきと考える。ま

た、外海域の事例を参考に、対策の事前準備、 適応策のオプションを用意すべきである。 

 

５．終わりに－海の生業を守る－ 

「藻場・干潟ビジョン」では、公共事業による基盤整備等のハード対策と、漁業者や地域住民が行う海草

藻類の種苗の散布・移植、食害生物の除去の活動等のソフト対策を一体的に実施するとしている。実際に

漁業者らによるこれらの自発的な活動を、資金や技術のうえでサポートする諸事業も行われている。  

荒武６)は磯焼けが深刻な宮崎県で、行政も支援する漁業者組織による藻場の保全活動の成果について

考察を加え、活動が活発・継続的で最も成果があがっているのが、採介藻漁業者を多く含む組織であった

ことを述べている。これはこれらの漁業者が、磯焼け対策に求められる潜水作業に高いスキルを有してい

るためだけではなく、何より「自らの生業を守る」という強い動機付けがあることによるという。 

筆者も藻場の保全活動がうまくいく地域には共通点があると感じている。それは、１．海に依拠した生業

が一定の規模で存続している、２．生業を基盤としたコミュニテイがある、３．コミュニテイの構成員の仲が良

く、リーダーも複数いる、ことである。そのような地域は活動が自発的で実を結びやすく、結果的に行政の

支援も集まりやすいようである。また心地良いコミュニテイへの帰属意識が次世代の地域への愛着を生み、

そこから生業とその基盤である海の環境への関心も生まれるといった好循環があるように思われる。   

瀬戸内海環境保全特別措置法では、瀬戸内海の沿岸域の景観が「人々の生活及び生業並びに地域

のにぎわい」と不可分のものであることがうたわれている。沿岸漁業は厳しい状況に置かれているが、自然

環境だけでなくそれと結びついた多様な生活・文化が存在し、継承されていく社会は、真に豊かな社会で

あると思う。それならば藻場・干潟と同様、各地に残る海の生業も意図して守っていかなければならないも

のではないだろうか。 

 

引用文献 

１） 堀正和・桑江朝比呂（編著）．2017．「ブルーカーボン‐浅海における CO2 隔離・貯留とその活

用」．地人書館． 

２） 吉田吾郎ほか．2010．水産工学 47：19-29. 

３） 吉田吾郎．2016．瀬戸内海 72:8-11. 

４）島袋寛盛ほか．2018．海洋と生物 236：233－242． 

５）中西達也ほか．2019．徳島水研報．13：1－34． 

６）荒武久道．2017．「平成27年度瀬戸内海ブロック水産業関係研究課発推進会議 生産環境部会・

増養殖部会合同部会 議事要録 関連資料」p.63. 国立研究開発法人水産総合研究センター瀬

戸内海区水産研究所． 
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１．はじめに 

干潟には多くの希少な生物が生息することを筆頭に、保全するべき環境として頻繁に取り上げられるこ

とからも、干潟が沿岸域において極めて重要な場であることは広く認識されている。干潟は生物生産性が

極めて高く、多くの海洋生物が生活史の初期段階に成育の場として利用しており、また一方で無機化の場

として分解作用が卓越していることから「自然の浄化槽」とも呼ばれている。このように干潟が極めて重要な

環境であることは定性的（感覚的）には理解されているが、これらの詳細を定量的に示した研究例は驚くほ

ど少ない。本頁では、著者らの研究グループが香川県高松市の新川河口干潟（備讃瀬戸）において実施

してきた観測結果を中心に、生物生産の基礎となる一次生産性と、干潟が有する分解能力の評価として河

川－干潟－海域における富栄養化物質の年間マスバランスについて明らかになってきたことを紹介する。 

 

２．干潟域の一次生産性 

上述したように、干潟は様々な海洋生物の生活史初期段階に利用され、藻場と共に「海のゆりかご」と呼

ばれる。干潟が幼稚魚等の成育の場として利用されるのは、彼らの餌料となる生物が豊富に生息している

からに他ならない。干潟に多くの餌料生物が現存するのは、河川や海域から供給される有機物のみなら

ず、干潟域の一次生産性が極めて高いことに起因する。干潟のような浅海域では光合成に必要な十分量

の光が海底まで到達し、とりわけ河口干潟では栄養塩濃度が高く維持されているため、一次生産者の成

長が制限されにくいと考えられる。さらに干潟では水柱に生息する植物プランクトンに加え、堆積物表層に

生息する底生性の微細藻類も主な一次生産者として機能している。新川河口干潟において 13C 法に

より水柱の一次生産速度を測定した結果、高水温期を中心に極めて高い速度（最大値：418 μgC L-1 h-1）

が観測された１）。年間の一次生産速度（125 gC m-2 y-1）も瀬戸内海沿岸域のそれに類似することから、水

深が極めて浅いにもかかわらず、単位面積当たりの一次生産速度がいかに大きいかが伺える。さらに調査

干潟で酸素法により見積もられた一次生産速度は 434 gC m-2 y-1と非常に高く２）、水柱と堆積物表層の両

環境で見られる高い一次生産性により高次の生物生産が支えられている。以上のように、干潟には極めて

高い一次生産性に支えられ、多くの海洋（水産）生物を育む生物生産システムが存在している。 

 

3．富栄養化物質の物質収支 

本調査干潟において、潮汐に伴って干潟内外へ流入出する海水中のN・P量を見積もると共に、調査干

潟に流入する河川（新川および春日川）から負荷されるN・P量を測定する目的で、2006年、2008年、2010

年に四季の観測（一ないし二潮汐：12～24 時間）を行った。詳細な観測方法については一見ら３）および一

見４）を参照されたい。
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得られた３ヵ年の観測結果を季節ごと（春期：４月～６月、夏期：７月～９月、秋・冬期：10 月～３月）に平

均化し、河川からの負荷量と干潟から海域への流出量を年間の N・P 量（t year-1）として見積もったところ、

河川から負荷された窒素の総量（TN：DIN 溶存態無機窒素＋PON 懸濁態窒素）は 68.7 t y-1、干潟から沖

合域へ流出した TN は 39.7 t y-1と算出され、河川から負荷された窒素量は沖合域へ流出した量に比べて

40％ほど減少した（図 1）。定常状態にある河川→干潟および干潟→沖合域の物質収支は年間でバランス

すると考えられることから、干潟域で消失した窒素は脱窒等によるものと考えるのが妥当であろう。また、河

川から干潟に負荷された DIN および PON はそれぞれ 43.6 t y-1および 25.1 t y-1（それぞれ 63％および

37％）であったのに対し、干潟から沖合域へ流出した DIN および PON はそれぞれ 34.4 t y-1および 5.3 t 

y-1（それぞれ 87％および 13％）であり、無機物質である DIN の割合が大きく増加していた。同様に、河川

から負荷されたリンの総量（TP：DIP 溶存態無機リン＋PP 懸濁態リン）は 11.1 トン、干潟から沖合域へ流出

した TP は 10.9 トンと算出された（図 1）。脱窒等による消失が推察された窒素とは異なり、気体状態を持た

ないリンは河川からの負荷量と海域への流出量がほぼバランスしていることがわかる。また河川から干潟

へ負荷された DIP および PP はそれぞれ 4.7 t y-1および 6.4 t y-1（それぞれ 42％および 58％）であったの

に対し、干潟から沖合域へ流出した DIP および PP はそれぞれ 9.9 t y-1および 1.0 t y-1（それぞれ 91％お

よび 9％）であり、窒素と同様に無機物質である DIP の割合が大きく増加していた。以上の観測結果は、干

潟が「分解（無機化）の場」として機能していることを示すものである。 

 

図 1 新川・春日川河口干潟域における窒素およびリンの年間収支（一見 2016４）を改変） 

 

このような大きな分解作用はどのようなメカニズムにより生じるのであろうか？新川の最下流部に位置す

る堰堤上で河川水を採取すると共に、さらに下流部にあたる感潮域で表層水を採取し、試料水の塩分に

対して NO2+3 濃度（NH4 はマイナー成分であったため示していない）および PON 濃度をプロットしたものが

図 2 である。NO2+3 濃度は河川水（塩分 0）で高く、最下流部の観測点（塩分 29）までほぼ理論希釈直線に

したがって減少しているが、懸濁粒子の PON は、河川水と海水が初めて混合する堰堤に最も近い観測点
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ですでに大きく減少しており、下流域に向かって微減する傾向が認められた。河川と海水が混合する感潮

域では、河川と比較して流速が小さくなることに加え物理的な作用で懸濁粒子が凝集することで粒子サイ

ズが大きくなり、沈降し易くなることが知られている。干潟に堆積した多くの有機物を含む粒子は、その後

干潟に生息する大型の底生生物やバクテリアによる分解作用を受けることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 新川河口感潮域における溶存態無機窒素濃度と懸濁態窒素濃度の水平分布（2008 年 4 月）。（一見ら 2018５）を改変） 

 

以上のように、干潟は高い一次生産性を背景に多くの海洋生物を育んでおり、同時に酸素が豊富に存

在することで分解作用が卓越し、沿岸域の物質循環を促進している。強力な生物生産システムと分解シス

テムの両面を併せ持つ特殊な環境であり、このような干潟が沿岸域の随所に存在することは豊かな海を維

持する上で極めて重要なことであろう。 

 

引用文献 

１）Higashizono, K., H. Yamaguchi, K. Tada and K. Ichimi (2016): Seasonal variation of primary productivity 

in the Shinkawa River estuary, eastern Seto Inland Sea, Japan. La mer, 54, 55-72. 

２ ） Montani, S., P. Magni and N. Abe (2003): Seasonal and interannual patterns of intertidal 

microphytobenthos in combination with laboratory and areal production estimates. Marine Ecology Progress 

Series, 249, 79-91. 

３）一見和彦・濱口佳奈子・山本昭憲・多田邦尚・門谷茂（2011）：新川・春日川河口干潟域（瀬戸内海備讃

瀬戸）におけるリンの収支．沿岸海洋研究，48，167 – 178． 

４）一見和彦（2016）：沿岸域における河口干潟の機能的役割～新川・春日川河口干潟域（瀬戸内海備讃

瀬戸）における窒素およびリンの収支～．水環境学会誌，39，125－129． 

５）一見和彦・東薗圭吾・山口聖・山口一岩・多田邦尚（2018）干潟域における一次生産と無機化過程：高

松市新川河口干潟の調査研究から．沿岸海洋研究，55，79 – 86． 
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１．はじめに 

本特集：4-7 頁で示された最新の結果によれば、海域によって増減の傾向は異なるものの、藻場の分布

状況は瀬戸内海全域でみれば増加傾向にシフトしたといえる。特に、アマモを中心とする海草藻場におい

て、分布面積の増加が各海域で報告されている。その主たる要因として、瀬戸内海環境保全特別措置法

による栄養塩・汚濁物質の総量規制が功を奏し、透明度等の水質が改善されたことが挙げられる。このよう

な藻場の分布状況の改善は、藻場が有する様々な機能の回復に繋がっていく。  

瀬戸内海では、古来より藻場を食糧生産の場として重要視してきたが、残念ながら藻場面積の増加によ

って漁業生産が改善したという事例は、いまだ限られた海域でしか報告されていない。その原因として、栄

養塩の総量減少が生物生産性の減少を引き起こす影響について議論されているが、加えて近年顕在化し

つつある気候変動・温暖化による生物多様性への影響を考慮する必要がある。本稿では藻場が有する

様々な機能の特性、すなわちコベネフィット性に着目し、気候変動が今後深刻化する状況下で、藻場の管

理に必要となる視点についていくつかの私見を述べる。 

 

２．藻場の機能：コベネフィットを認識する 

浅海域の大型海洋植物が形成する藻場は、沿岸環境で多種多様な自然の恵みを我々にもたらしてき

た。重要な食糧資源を提供してくれるだけでなく、過剰な栄養塩や海中の浮遊物を吸収・沈殿させることで

水質を改善し、温暖化の原因となる CO2を吸収・固定している。また、波浪を軽減して海岸線を保護するこ

とに加え、さまざま恵みの礎である生物多様性を保持する場としても機能している。さらには、釣りやダイビ

ングといったレクリエーションの場としても機能する。つまり、食糧生産の場としてだけでなく、生物・物理・

化学といった地球環境のすべての面を保全する場として機能する。 

藻場のように人類に多大な恩恵をもたらしてくれる生態系は自然資本と呼ばれ、その自然資本が生み

出す恩恵が生態系サービスと呼ばれる。あるいは、最近では「Nature’s Contribution to People (NCP)」と呼

ばれることもある１）。このような藻場が発揮する多種多様な恵み、すなわちコベネフィットを有する点が、藻

場の機能の最大の特徴である。単純に言えば、藻場という自然資本が存在すれば、その場は食糧生産の

場であり、かつ地球環境を保全する場でもあり、その双方を一度に担うことができる。陸域で言えば、食糧

生産の場としての農地の機能と、環境保全の場としての森林の機能が同時に備わっていることになる。し

かしながら最近の国際社会では、コベネフィットが得られる生態系を活用していくことが持続的な社会を築

くうえで重要視されるようになっている２）, ３）。森林などの生態系を防災・減災にも利用しようとするグリーンイ

ンフラ・EcoDRR（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）などはその典型である４）。 
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３．減少？する藻場の機能：食糧生産の場  

瀬戸内海では古来より藻場のコベネフィットを活用する文化が育まれてきた。藻を刈り取ってさまざまな

用途の原材料とし、藻場の魚介類を食糧として漁獲し、藻場を海岸線の消波として利用した。そしてその

恵みを持続的に利用するため、藻場を地域で共同管理してきた。このような藻場のコベネフィットの活用は、

残念ながら近代化と共に廃れていき、現在では主に水産資源を育成・漁獲する場、水質環境を保全する

場として利用されている。そして近年では、食糧生産の場としての機能すら、その重要性が低下している

感がある。その一例として、藻場が増加傾向になっても漁業生産が向上していないことが議論され、それ

を根拠に藻場は漁業生産に寄与しないとみなされてしまうことがあげられる。 

しかしながら、そのように単純な相関では藻場と漁業生産の関係は評価できないと考えている。まず、藻

場の生物生産が低下している単純な状況を想定してみる。生物生産にとって、栄養塩類の減少は一次生

産性の低下を意味する。栄養塩等の総量規制は水質改善によって藻場の分布を増加傾向にシフトさせる

が、栄養塩の総量が減少したことで藻場の生物生産が減少し、漁業生産に貢献するレベルに達していな

いことが考えられる。この場合は、栄養塩を添加す

ることで生物生産が改善される可能性がある。一般

的に、藻場のような底生の一次生産と植物プランク

トンに代表される表層の一次生産はヒステリシスの

関係にある（図１）５）。藻場が回復した状態から、上

側のライン（藻場が平衡状態）の範囲で栄養塩を添

加すれば、藻場は維持されたまま、栄養塩添加に

よる一次生産性の向上が見込める。藻場が平衡状

態に達していない状況で栄養塩濃度を増やせば、

藻場は再び減少する。 

次に、近年の気候変動・温暖化によって藻場の生物生産を担う生物の群集構造が過去と異なる状態へ

変化していたらどうだろうか。例えば海水温の上昇により、種組成は変化していなくとも、これまで優占種で

あった魚種の現存量・生産量が小さくなり、より暖かい海を好む魚種が優占種となるケースは容易に想像

できる。瀬戸内海の魚介類はその成立の歴史からイカナゴや異体類など関東以北にも多い種を多数含み、

それらの多くが重要な漁獲対象になっていた。これらの種が減少し、一方で温帯域南部に多い魚種が増

加していれば、栄養塩の増減と複合的に作用し、資源量とその組成に影響するはずである。瀬戸内海の

近年の漁獲量変化を見れば、イカナゴやマコガレイ・イシガレイ、マアナゴなど関東以北にも多い種が減

少し、その一方でハモやヘダイ・クロダイ・コウイカ類など暖かい海を好む種が増加している６）。この場合、

栄養塩総量を増加させたとしても、必要とされている魚種の漁業生産が向上するとは限らない上に、ヒステ

リシスも単純に図１のようには描けない。改正された瀬戸内海環境保全特別措置法のもと、豊かな海を取り

戻すために必要な対策は何か、的確に情報を整理して取り組む必要がある。 

 

４．需要が増す藻場の機能：CO2吸収源としてのブルーカーボン生態系 

地球上のあらゆる地域で気候変動・温暖化の影響が顕在化し、その影響を軽減していくために温室効

果ガスの排出抑制や吸収源増加など、気候変動緩和策の推進が国際社会の緊急課題となっている。

2009 年に国連環境計画より公表されたブルーカーボンレポートでは、これまで CO2 の排出源とみなされ

ていた沿岸浅海域が実際は吸収源であること、特に海草藻場・塩性湿地・マングローブ林が吸収源として

の貢献度が著しく高いことが報告された７）。以降、これら3つの生態系はブルーカーボン生態系と呼ばれ、
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2015 年に UNFCCC COP21 (国連気候変動枠組条約締約国会議)で採択されたパリ協定においても、ブ

ルーカーボン生態系のコベネフィットを利用した温室効果ガスの削減と持続的な食糧生産の両立が期待

されている。また、近年では海草藻場だけでなく、海藻藻場も CO2 吸収源として機能できることが報告され

たことで７）、今後 IPCC の二酸化炭素吸収源の湿地インベントリで海藻藻場を取り扱う動きもある。最近の

研究では、現行のエネルギーインフラを使い続ければ、パリ協定の長期目標（気温上昇 1.5℃未満）が達

成できないとの算定結果が報告されており、CO2吸収源への期待がさらに大きくなりつつある。 

わが国でも気候変動適応法が策定され、地球温暖化対策推進法とともに温暖化対策の両軸が整ったこ

とで、各方面で気候変動の緩和・適応策に関連した取り組みが実施され始めた。水産庁の漁場整備にお

いても、「気候変動に対応した漁場整備方策に関するガイドライン」が公表され、藻場造成や漁場整備でも

対策が始まっている。国際社会では、先に述べたように気候変動の緩和と共に常に食糧生産の持続性を

確保していくための適応策が重要視されている。このことは、国連の 2030 年目標である持続可能な開発

目標（SDGｓ）にも継承されている。瀬戸内海においても、藻場の CO2 吸収源としての機能を活用しつつ、

食糧生産の場としての機能を回復させ、コベネフィットを生かす対策が必要である。 

 

５．おわりに 

以上、国際情勢や我が国の政策を鑑みて、瀬戸内海でもこれからの藻場の保全再生や管理には気候

変動への配慮が外せないはずである。温暖化・気候変動を抑止し、将来にわたって豊かな海の恩恵を引

き継いでいくために、パリ協定の長期目標達成は必須であり、そのために藻場の CO2吸収源としての機能

と藻場の食糧生産の場としての機能の双方を向上させていくことが必要である。まずは改正された特措法

と気候変動適応法を組み合わせた対策を立案し、実施していくことが重要になると考えている。 

生態系サービスは利用するステークホルダー側の需要と、生態系がどれだけの生態系サービスを提供

できるか、その潜在的な供給量とのバランスでその利用価値が決まる。つまり生態系サービスの増減は、

潜在的な供給量の変化だけでなく、利用する側の需要の変化も関与する。社会情勢の変化で需要が減る

ことも、気候変動による魚種組成の変化と同様に藻場の食糧生産としての機能を変化させる。藻場が食糧

生産の場として十分に機能しなくなったのであれば、例えば海面養殖という食糧生産と藻場の環境保全を

組み合わせた新しい手法を実践するなど、状況に合わせた対策が考えられる。瀬戸内海の雑魚食文化が

衰退し、マグロや養殖魚が主要な食糧となり、藻場や沿岸の天然魚が食糧としての価値を見出されなくな

れば至極残念であるが、気候変動に対応しつつ、現状に見合った藻場の管理と利用について考えていく

必要がある。 
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  藻場の再生・創出活動の現状と課題 

 ―九州を例にしてー 

 

 

（国研）水産研究・教育機構 西海区水産研究所 

資源生産部 部長 吉
よ し

 村
むら

   拓
た く

 
 

1. はじめに 

沿岸の岩礁域に成立する藻場は、多くの文献や資料が示す通り、高い生物生産力や種多様性を支える

場であり、水産業や環境、人間社会に果たす役割は非常に大きい。この藻場が、特に 21 世紀に入ってか

ら、九州沿岸などで著しい変化や衰退を示しており、温暖化による海水温の上昇が直接的、あるいは間接

的に関与した結果と考えられている。本稿では、変化の様子やこれまでにとられた対策の概略、そこから

見える今後の課題について述べる。いずれ瀬戸内海でも類似した事態に至る可能性があると捉えて危機

感を共有していただければ幸いである。 

 

2. 九州における近年の藻場の変化 

筆者の研究フィールドである長崎半島先端付近の南側には、観察を始めた 1991 年当時、クロメとホンダ

ワラ類の混生藻場が海岸線約 2 ㎞に沿った東西 2 か所に成立していた。この藻場面積の約半分を占めた

優占種クロメの群落が急激かつ大規模に葉状部を失ったのが 1998 年秋である。同じ年に県内他所や佐

賀県でも同様の現象が確認され、原因不詳だった当初は葉状部消失や欠損現象などと呼ばれたが、後に

植食魚による食害が原因とわかり、いずれの用語もほぼ役目を終えた。その後、このクロメ場は一旦回復

に向かったが、高水温や食害の再発で一進一退を繰り返しながら徐々に範囲を狭め、西側では 2005 年、

東側では 2012 年を最後に消失した。約 10 種類見られたホンダワラ類は次第に種数が減り、最終的には

短いヒジキやイソモクの残る浅瀬を除いてほぼノコギリモクだけになったが、2012 年秋の台風接近後に全

個体がごく短くなり、その後発生した幼体も含めて翌年末までに全て消失した。ノコギリモクが急に短くなっ

た原因が波浪単独とは考えにくく、年々平均藻長が短くなる傾向にあったことや隣接域では少し遅れて生

じたこと等から、植食魚による食害が主因と考えられる１）。 

この藻場の衰退過程において、クロメに置き換わるようにアントクメが広がり、また多年生ホンダワラ類で

構成されながら、春を中心と

する半年弱しか藻場の景観を

示さない春藻場（図１）2）も一部

に形成された。このような変化

は、長崎市沿岸の複数の地先

でも確認している。根だけの

状態で夏から初冬を過ごす南

方系ホンダワラ類や、根から

枝葉を再生できるマメタワラな

図1. マメタワラの優占する春藻場の景観の季節変化 

 この景観変化でも、小さな根部により多年生は維持される 

春 夏～秋
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どで構成されるこの春藻場は、夏から秋の植食魚による食圧を避けるか、食害を受けても藻体を再生させ

得ることから、植食魚の多い水域でも維持される藻場と考えられた。しかし、強い食圧に長く晒されるとさす

がに持たないのか、この春藻場やアントクメ場も当地ではほぼ消えてしまい、現在はアミジグサ類やテング

サ類などの小形海藻だけが残っている。 

 以上は長崎市地先での変化だが、類似した変化が長崎県のより広いエリア１,3）や宮崎県 4）でも見られる

他、春藻場の成立は高知県 5）でも認識されている。 

 

3. 磯焼けへの対処の重要性 

昨年末に施行された気候変動適応法に基づき、各地の自治体で適応策構築に向けた動きが進んでい

る。複数の自治体では、農業の適応策に亜熱帯性品種の導入を盛り込んでおり、つまりは南に倣うという

現実的な対処策が考えられている。これに水産業も倣うなら、亜熱帯や熱帯域での漁業の導入が想定さ

れる。事実、南方系の魚介類が獲れるようになったとか、サンゴ類が増えたとの話をよく聞く。現状では、市

場で歓迎される種は限られ、サンゴ類は刺し網やカゴに引っかかる単なる厄介者扱いだが。 

温暖化の進行によって藻場生態系からサンゴ礁生態系へと比較的速やかに移行するのであれば、本

邦南方海域で行われている沿岸漁業への転換が適応策として現実味を帯びてくる。しかし、それまでに要

する時間がどの程度なのかを予測することは容易ではない。相当に長い年月を要するなら、果たしてその

間に磯根漁業など沿岸域での漁業は成立するのだろうか。温暖化の進行によってサンゴが増えるとの予

測がある一方で、冬季の低水温でサンゴ類が白化して死ぬ事例が長崎市沿岸では 2013 年と 2015 年に

6）、紀伊半島では 2018 年に起こっている（環境省 https://www.env.go.jp/press/105385-print.html）。長期

的には水温が上昇しつつも、このような事例がこの先も時々に起こるのであれば、海藻もサンゴも広がらな

い一種不毛な海の状態が続く可能性が危惧され、少なくとも現時点ではそのような水域が多く見られる。 

そのような状態でも静観するか、何らかの対策を講ずるかは、現在では一部を除いて地先漁業者の判

断に委ねられている実情にある。かけがえのない環境である藻場の再生・創出活動を、高齢化の進む漁

業者に頼っている現状は、あまりにも手薄ではないだろうか。国の重要施策として行政の理解と応援の下

で大学や研究機関が主導的に、かつ科学的な計画を確実に進める対策が求められる。そのためにも、藻

場の再生・創出活動、すなわち磯焼け対策を温暖化適応策の中にしっかりと位置づける必要がある。 

 

4. 成功事例から見える今後の方向性 

 現在、水産庁の水産多面的機能発揮対策事業によって全国で藻場の保全に取り組んでいる漁業者組

織は 286 に及んでおり（水産多面的機能発揮対策情報サイト ひとうみ.ｊｐ）、地方別では九州が 111 で最

も多い。これらにおいて規模の大きな藻場の再生・創出例はまだ限られるが、顕著な成功例が大分県名護

屋湾にある。わずか 6 名の潜水漁業者が約 10 年間、ウニ類の除去活動や母藻供給を続けた結果、大形

海藻や小形海藻による藻場が 84 ha にまで広がった 7）。ウニ類の密度があるレベルを超えて低くなると、急

激に藻場が回復に向かうと考えられており 8）、当地のウニ密度はこのレベルを下回るに至った結果と見ら

れる。筆者はその一角で調査を行ってきたが、ウニ類を駆除していないエリアにもクロメが急に広がったこ

とを観察している。では、同じことが九州西岸域でも期待できるかどうかだが、そこには水温の壁があると思

われる。近年の名護屋湾は夏でも 28℃をほとんど越えないが、長崎県沿岸では 29℃を越える場合が珍し

くなく、ウニ類をいくら除去しても植食魚の影響を排除できず、春藻場や小形海藻藻場の再生が精一杯と

いう地先が多い。これらのことから、夏の海水温が 28℃をそれほど越えない水域では、ウニ類の除去と母

藻供給を徹底することで四季藻場を見事に回復させた名護屋湾がモデルになるだろう。一方で、29℃を
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超える時間が長く、植食魚の影響が大きい水域では、まだ成功事例はないが、植食魚の個体群レベルを

下げることが有効と考えられる。ネットで保護するだけで四季藻場が複数年に渡って維持される磯焼け地

の存在が、その可能性を示唆する。課題は、駆除した植食魚の有効活用で、これらが売れるようにならな

いと駆除対策を持続させることは難しい。まだ少数ではあるが、植食魚を新たな食材として利用する飲食

店や企業が出始めていることは小さいながらも希望の光である。 

長崎県五島市でも磯焼けが深刻で、外海に面する地先には植食魚が多い。しかし、玉之浦湾内は少し

状況が異なり、潜水中に植食魚を見ることはほとんどない。底質が人頭大以下の礫で、かつ起伏に欠ける

平坦地のため、植食魚の好む空隙が外海側に比べて圧倒的に少ないことによると考えている。ここでの磯

焼けの持続要因は最大80 個/㎡に達するガンガゼとの作業仮説を立て、この駆除を漁業者との協働で行

った結果、翌春には 7×290 m のアカモク・マメタワラの混生群落が再生できた。その後もガンガゼ密度を

低く保った結果、3 年連続の再生と拡大に成功し、今春は長さ 500 m を越えた。この例は、長崎県沿岸で

も植食魚の影響の小さい水域が存在することと、そこではウニ類の密度調整によって比較的容易に藻場が

再生できることを示しており、類似した環境特性を持つ場所でのモデルになると考えている。今後、四季藻

場の再生や、春藻場の拡大に伴って植食魚の影響が生じないかなどの検証が残された課題である。 

 温暖化が進む中で、藻場の再生や創出はもはや諦めるべきとの意見を稀に聞くが、まだ早計であろう。

磯焼けには発生要因と持続要因がある 8）。一時的な高水温や激浪で磯焼けが発生し、その後は大量発生

したウニ類が磯焼けを持続させる場合などが想定される。発生要因に温暖化が関与した場合でも、その後

の持続要因は温暖化と無関係な場合もあるのではないか。その場合、持続要因を取り除けば藻場の再生

は可能であり、名護屋湾や玉之浦湾の事例はそれを示唆している。燃油消費量が比較的少ない沿岸漁業、

特に磯根漁業は、温暖化の緩和策としても有効である。この漁業を衰退させないために、また温暖化の適

応策としても、磯焼けの持続要因除去による藻場の再生・創出に取り組む価値は大きい。 

 

5. 人工構造物の副作用とその解決に向けて 

近年、植食魚ノトイスズミ 9）（Yatsuya et al., 2015）の成魚が、主に冬季、消波ブロックに蝟集する実態が

明らかになった１0、11）。最大で約 3 千尾にも達する１1）ため、定量的評価は今後の課題ながら周辺の藻場に

及ぼす影響は大きいと考えられる。この消波ブロックに限らず、種々の魚礁や増殖礁でも植食魚がしばし

ば観察される（写真１）。構造物やその積み重ね、また海底との間にできる空隙を植食魚が隠れ場などに

利用していると考えられる。海藻を食害から守る網などを備えた藻礁も例外ではなく、網内の海藻の再生

産によって網の外に新たな個体が芽生えることは珍しくないが、夏を越えて生残した事例を見たことがなく、

食害によって急激に消失することが通例である。 

構造物が本来の目的外である植食動物に利用されることを、構造物の“副作用”として認識すべきであ

る。以前の海洋環境であれば、植食動物が多少集まっても周囲の藻場の生産力が勝り、さほどの影響は

なかったのだろうが、植食動物と海藻とのバランスが崩れた近年の海 8）では、ちょっとした植食魚の存在で

も周辺の藻場に影響を及ぼすように変わってきたと捉えることが妥当であろう。今後の構造物利用におい

て、特に設置場所の近隣に藻場が維持されていたり、磯焼け問題が生じている場合は、その副作用への

最大限の配慮が求められる。この副作用を軽減させる技術は未開発だが、例として以下が想定される。 

１）植食魚に構造物を利用させない技術： 波消ブロックによる空隙は、波を消すために不可欠と聞く。

そこでブロックを強靭な網などで覆えば、空隙は残るが植食魚は侵入できなくなり、蝟集が解消されるので

はないか。魚礁では、難しいかも知れないが、目的生物のみ利用し、植食魚は利用しないデザインの開発
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が想定される。効果検証は今後の課題

だろうが、石どうしでできる空隙を無くす

ため、積み重ねない投石が既に採用さ

れた例がある。 

２）植食魚が集まることを逆手にとる技

術： 集まった植食魚を効率よく漁獲する

手法を開発して植食魚を減らす。 

３）既存施設に副作用が見出された場

合の軽減策： 礁の交換や撤去を行い、

副作用を解消させる。 

浅所の砂泥地に自然石や構造物を設

置すれば、植食魚の棲み場を拡げること

になりかねない。それらの設置によって

得られるメリットと、そこが植食魚に利用

されることによって生ずるデメリットを共に

考えるべき時代を迎えたと捉えたい。 

温暖化が進めば磯焼けは更に広がる可能性が高い。藻場の再生・創出を温暖化適応策にしっかりと位

置付けて取り組みを強化するとともに、構造物の利用に際しては、その副作用を事前に評価し、必要に応

じた解決策を施すことが鍵になると考えている。関係分野の新たな取り組みと知恵に期待したい。 
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写真1. 人工構造物を利用する植食魚  

左上：消波堤に集まるノトイスズミ 

右上：囲い礁の隅に群れる約10尾のイスズミ類 

左下：礁と海底との隙間から現れたノトイスズミ 

右下：礁内部の空隙から現れた2尾のブダイ 
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多様な主体によるアマモ場再生の取り組み 
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１．はじまり 

筆者が本田和士氏（後の日生町漁協組合長）に初めて出会ったのは、1981年盛夏、国を挙げて栽

培漁業が華やかなりし頃、岡山県の水産技師として水産業改良普及員をしていた頃であった。その

日は日生町漁協の職員や組合員総出で、囲い網で中間育成していたクルマエビ種苗の放流作業であ

った。27歳だった筆者は、長さ300ｍの囲い網を引き上げるため、潜って“いわ”（沈子チェーン）

をはずしていった。潜水作業を終えて陸に上がると、大勢の中で皆にてきぱきと指示しながら要領

よく作業をこなしていく人がいる。それが、当時、つぼ網組の組長を務めていた本田氏であった。

すべての作業を終えた後、ご挨拶方々言葉をかけた。しばらく立ち話をするうちに、本田氏は座り

込んで大きなため息をついてから、海を見ながら熱っぽく語り始めた。「稚魚を放流するだけでは魚

は戻らない。日生の海は本来アマモの海、まずこれを回復させないと･･･」という。つぼ網（小型定

置網）は、魚の通り道に網を仕掛けて獲る待ち受け漁法である。つぼ網漁師は、地先沿岸に広く点

在する網代での長年の漁の経験を通じて、様々な魚介類の生活史や成長・季節変化に伴う移動経路

を熟知している。本田氏は、稚魚の育つ場所と成長して移動していく過程で棲み場所の環境が整っ

ていないと、いくら稚魚を放流しても駄目だというのである。日生の海には1950年代まで約590ha

ものアマモ場があったが、1985 年には約 12ha まで激減、その後さらに減少して僅か 5ha になって

しまった。 

我が国におけるアマモ場研究は、1922～1925年に岡山県水産試験場により実施された藻場魚類生

育状況調査１）に始まるといわれる。この調査は、アマモ場を刈り取ろうとした藻貝(サルボウ)養殖

業者と藻打瀬網漁業者との漁業紛争に端を発するが、報告書の緒言には、稚魚の保護育成や沿岸環

境との関係などが明記されており、アマモ場の“海のゆりかご”としての機能を体系的かつ科学的

に初めて明らかにしたものといえよう。 

アマモ場の重要性を十分に認識していた岡山県水産試験場としても、1960 年代に入ってからの県

下アマモ場の著しい衰退現象に危機感を募らせており、1979年からアマモの種子採取技術の開発に

着手、1985年に実用化させた２）、３）。日生のつぼ網漁師19名、青年部4名と水産試験場を含む我々

の総勢26名で、アマモ場再生に取り組み始めたのは、この年1985年のことである。それから続け

ること34年に及ぶが、これまでの歩みを追うと、つぼ網漁師を始め有志だけで着手し地道な取組を

続けた「初動期」、漁協全体として取り組むことになった「基盤形成期」、漁師たちだけでなく幅広

い応援団が参画するようになった「拡大期」の３期に分けることができる。  
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２．暗中模索からのスタート 

1985年初夏、僅かに残されたアマモ場から大

切に花枝を摘み取って秋まで保存し、繰り返し

海水で洗って選別し得られた種は約 15 万粒で

あった。播種しただけでアマモ場が見え始めた

のは現寺湾のみであった（図 1）。現寺湾では

1985年に8万粒の種子を播いたところ、翌春に

パッチ状のアマモ群落が徐々に広がり始め、そ

の後も 30～60 万粒の播種を継続し、1997 年 5

月には湾内沿岸に1.3haのアマモ場が戻った。

米子湾（図1）は閉鎖性が強く夏季の水温は30℃

を超え、底質もシルト・粘土でアマモにとって

は厳しい環境であるが、ここのアマモは種子の

形成量が多く、種場としても重要であるため特

に重点を置いた。ここでも播種だけではアマモ

の繁茂が見られなかったが、1988年に径20ｍの

円内に試験区を設けゼオライトを散布し播種し

たところ、その場所だけに約300㎡の濃密な群

落が形成され（写真1）、底質改良が効果的であ

ることが立証された。1990年からカキ殻、海砂、

鉄鋼スラグ、ゼオライトなど様々な材料を使っ

て底質改善の方法について繰り返し調査し、カキ殻が最も効果的であることを突き止めた。米子湾

では、その後もカキ殻敷設と播種を続け1997年 5月には6.8haのアマモ場が形成された。しかし、

同年 7月 26 日に来襲した台風 9号（国際名ロージー）が、10 年以上の歳月を費やして取り戻した

これらのアマモ場をすべて奪ってしまう。 

３．もうひとつのアマモ場保全活動 

岡山県倉敷市大畠地先は、西日本で比類のない800ha以上もの大規模なアマモ場を擁している。

1990年、ここに国の大規模プロジェクトとして壮大な事業規模の人工島構想が持ち上がった。この

アマモ場を埋め立てられてしまっては、様々な開発や干拓で痛めつけられてきた岡山の海は留めを

刺されてしまう。予算は僅かしかない。当時、カキ養殖漁場調査でお世話になっていた東京大学海

洋研究所の小松輝久博士に相談を持ちかけた。可能な限り人海戦術で現地調査を実施し、志ある複

数の科学者の協力を得て調査委員会を設立して対応するしかないとの方針を定め、京都大学名誉教

授の奥田節夫博士(NPO里海づくり研究会議 初代理事長)に委員長をお願いした。慌ただしく日程調

整をして調査機材の準備、各機関との事前協議等々をこなし、泊まり込みでの現地観測には、岡山

県水産課及び水産試験場の水産技師を総動員し、地元の潜水調査会社や漁師達の尽力を得た。この

時の成果は「倉敷市大畠地先アマモ場環境調査学術報告書４）」として残されている。この報告書の

インパクトは想像以上で、奥田委員長を中心に開発サイドとの調整協議を重ねた結果、人工島構想

は、①社会経済的環境の変化、②広大なアマモ場保護対策の不備 という二つ理由により長期的ス

パンで凍結された。アマモ場の重要性が再認識され、このことが明記された意義は大きい。また、

図1．岡山県備前市日生町地先海域 

写真 1．米子湾ゼオライト散布試験区（径 20m

の円内）に繁茂したアマモ群落（1988年）
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これは関わった多くの人々の「意気」が繋がって作り上げられた学際的・業際的な実施体制のもと

に達成されたものであった。 

４．アマモ場再生技術の確立へー初動期ー 

前述の「倉敷市大畠地先アマモ場環境調査」によって、筆者自身の中で漠然としていたアマモ場

の重要性が、現地調査から報告書とりまとめまでの一連の過程で極めて鮮明になった。この成果を

本田和士氏らと共有し、大規模なアマモ場再生を核とした沿岸漁場整備構想を練り上げた。この構

想の公共事業としての実現性を確かめるため、水産庁に「倉敷市大畠地先アマモ場環境調査学術報

告書４）」と「構想(案)」を持ち込んだ。国では、1994年に発足した沿岸漁場整備開発事業第4次計

画に重点化事項のひとつとして「藻場・干潟の造成」が組み込まれたところで、このような時期に

持ち込まれた上記の報告書と提案は高い評価を受けた。アマモ場再生技術の確立は急務であるとさ

れ、水産庁の支援を得て1994～1996年度沿岸漁場総合整備開発基礎調査(水産庁調査費補助)を実施

することとなった。産官学民が一体となった推進体制のもと、アマモ生育条件を解明するとともに

カキ殻敷設による底質改良など生育制限要因の改善に関する知見を集積した。そして、これらの成

果を基に提案書５）を作成し、1997年春に(社)マリノフォ－ラム21に提出、その年の秋に我が国有

数のアマモ研究者が一堂に会し浅海域緑化技術開発グループが設立された。その後、2001年度まで

5 年間にわたり、日生において漁師達と協働して実証試験及び環境条件調査などを重ね、アマモ場

再生の基本的考え方、制限要因を特定するための調査手法、モニタリングや維持管理手法等が「ア

マモ場造成技術指針（ＭＦ21技術資料No49，2001）」としてとりまとめられた。ここに至るまで「繁

茂しては喜び」、「消失しては落胆する」の繰り返しであったが、一喜一憂しながらも体系的な技術

開発に辿り着いたこの15年余りが「初動期」と位置付けられるであろう。そして、日生地先におい

て、岡山県が事業主体となり「東備地区水産環境整備事業」に着手されたのは、その翌年の 2002

年のことであった。 

５．広がる活動の輪－基盤形成期－ 

2000 年に本田和士氏が漁協の組合長

に就任し、このことをきっかけとして基

盤形成期に入っていく。種を播き始めて

20年目を迎えたこの年に、日生町地先の

アマモ場はようやく約 38ha まで回復し

た（図2）。クマエビやガザミも年変動は

あるが徐々に増え始めた。カキ殻がアマ

モ場再生のための底質改善に最も効果的で

あることも実証し、2006年には「カキ殻の

有効利用に係るガイドライン(岡山県，

2006)」を完成させ底質改良事業を加速化さ

せた。アマモ場面積は 2007 年には約 80ha

にまで拡大し（図2）、翌年の春には半世紀

近く姿を消していたモエビが戻り、秋には

アイゴが戻ってきた。アマモを食べて脂の

乗ったアイゴは、日生では高級魚として珍

重される。つぼ網漁師が始めたアマモ場再

写真2．日生藻場造成推進協議会83名 

図 2．岡山県日生町地先におけるアマモ場の推移 
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生活動は漁協全体の事業となり、2009 年には日生町漁協の組合員と職員 83 人のメンバーからなる

日生藻場造成推進協議会が結成された（写真2）。 

６．漁協活動から地域活動そして海洋教育への展開－拡大期－ 

これらの活動は 2010 年になって拡大期に

入り、生活協同組合おかやまコープ、NPO や

大学等からも応援が得られるようになる。

2011年の春にはアマモ場は一挙に200ha以上

にまで回復した（図2）。2012年 5月には、日

生町漁協、生活協同組合おかやまコープ、岡

山県、NPO 里海づくり研究会議が 4 者協定を

締結して支援体制も強化され、多くの一般市

民が参加する土台となった（写真3）。しかし、

これだけアマモ場が回復してきて漁獲にも成

果が形になって跳ね返ってきた反面、新たに

困った問題が顕在化してきた。大量に漂流す

るアマモの流れ藻が航行の妨げになり出した

のである。アマモ流れ藻は海面の 20～30cm

下を流れるためプロペラに絡まりやすい。ま

た、海岸や港に漂着した流れ藻の臭いが一般

住民の迷惑になり始めた。ここで登場したの

が日生中学校の子供達である。以前からカキ

養殖の体験漁業を総合学習に取り入れていた

日生中学校に、漁協がアマモ場の話をしたの

がきっかけになった。2013 年春から毎年、3

学年150～200名の子供達が、漁師達の船に乗

り込んで沖に出て流れ藻の回収に汗を流している（写真4）。そして、これは同時にアマモ種子の採

集にもなり、播種に必要な種子は花枝を摘み取らなくてもすべて流れ藻を回収することで賄うこと

ができるようになった。2017 年から日生西小学校、岡山学芸館高校も学校教育の一環として参画、

小中高校生が交流し連携して海洋学習を充実させている。 

2002 年に始まった水産環境整備事業も 2013 年に完了し、日生の海には“アマモとカキの里海”

の姿（図3）が作り上げられた。30年間に播いた種子は1億粒を超え、アマモ場面積は2015年春に

は約250haに達した（図2）。日生町漁協では、多くの応援団を得てさらに活動基盤を強化するため、

2018年から正組合員だけでなく後継者も含め漁師全員が参画することを取り決め、日生藻場造成推

進協議会の構成メンバーは127名になった。 

日生の漁師達の熱い思いは、他の地域にも伝播してきた。岡山市では、2007年から小串漁協が地

元の小串小学校と協働でアマモ場再生の取り組みを継続しており、2013年 5月には、瀬戸内市の邑

久町漁協が日生町漁協と同じ4者協定を締結してアマモ場再生活動を本格化させた。2015年 5月に

は、笠岡市で地元企業も参画して6者協定が締結され、他にも玉野市、浅口市など、今ではアマモ

場再生の取り組みは岡山県の沿岸地域全体に広がっている。また、これまで漁師達は山に登って植

林や下草狩りなど森林保全活動を継続してきたが、2016年から“里山”のトップランナーである真

つり桟橋

成魚生息場

カキイカダ 

既存消波施設

写真3．一般市民による流れ藻回収大作戦 

（2017年 6月 10日） 

干潟

図 3．アマモとカキの里海（東備地区水産環境

整備事業） 

キャンプ場

藻場

幼稚仔保育場 音響給餌施設

まほろば施設 
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庭市、県北の鏡野町林業研究グループの人達も日生の海の森づくりに参加してくれるようになった。

そして、 2018 年からは、「里海米（カキ殻を使って栽培）」の開発がきっかけとなり、全国農業協

同組合連合会を中心とした農業関係者も参画するようになった。岡山県沿岸部において干拓を巡っ

て400年以上も続いた漁業と農業の壮絶な紛争の史実を振り返れば、実に歴史的な出来事である。 

 

 

７．そして･･･これから 

2016年 6月3日～5日、日生の地において、第9回全国アマモサミット2016 in 備前「備前発！

里海・里山ブランドの創生～地域と世代をつなげて～」が開催された。6月3日～5日の会期中にお

ける北海道から沖縄まで全国からの参加者数は2,000名に達した。これを契機に、2017年 2月 6日、

“備前市里海･里山ブランド推進協議会 with ICM”が設立された。同年4月には実働部隊である専

門委員会と４つの専門部会（ブランド戦略部会・観光戦略部会・商品開発部会・まちを愛するもの

がたり部会）も立ち上がり、漁協、農協、森林組合、地域おこし協力隊、商工会、観光協会、備前

焼作家、料理人、文化施設関係者、研究者、教育関係者など、これまで孤軍奮闘してきたあらゆる

ステークホルダーが共通の目標を持って繋がって結び付き、喜々として夢のある未来づくりに奔走

している。そして、本協議会において2年以上を費やしてワークショップや協議を重ね、2018年 10

月には「里海と里山と“まち”をつなぐ交流拠点推進構想」を作り上げた。里山から里海へ、里海

から里山へ、“まち”から里海・里山へ、森里川海の水を介した流れに加えて、“海洋教育”・“海洋

体験”・“海洋研究”を柱として里海から発信し、人とモノの流れを促進する拠点づくりである。“ア

マモとカキの里海”が目指すのは、里海・里山・“まち”を包括する真の循環型社会の構築であり、

今まさに、事業化に向けて着々と準備を進めているところである。 
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国からの情報   

 
 

海岸漂着物処理推進法の改正と海洋プラスチックごみに関する 

最近の動向について 

 

環境省 水・大気環境局 水環境課 海洋環境室 
 
 昨今、海洋ごみ、とりわけ海洋プラスチックごみが国内外で大きな注目集めている。こうした中、昨年、海

岸漂着物処理推進法（略称）が改正され、本年、同法に基づく基本方針のほか、プラスチック資源循環戦

略、海洋プラスチックごみ対策アクション・プランといった関連する対策が決定された。さらに日本で G20が

開催され、海洋プラスチックごみが重要なテーマとして取り上げられた。これらについて紹介したい。 

 

１．海岸漂着物処理推進法の改正について 

 我が国の海岸には多くの海洋ごみが海流や季節風の影響を受けて漂着する。こうした状況を踏まえ、海

岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図ることを

目的として、平成 21 年に『美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全

に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律』（以下「海岸漂着物処理推進法」という。）が議員立法

により成立した。 

 翌年には、海岸漂着物処理推進法に基づく『海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的な方針』（以下「基本方針」という。）が閣議決定され、この基本方針に基づき、関係省庁が一体となっ

て海洋ごみ対策を推進してきたところであり、都道府県を通じ海岸漂着物を回収、処理するための事業な

どが行われてきたところである 

 法律施行後、10 年近く経過したものの、現在もなお、我が国の海岸には国の内外から多くのごみが漂着

している。また、漂流ごみの接触による船舶のスクリューの変形や絡みつき、船底にあるエンジン冷却口の

閉塞などによる船舶航行の障害、海底ごみの堆積による漁場環境の悪化、漁業操業中に入網することに

よる漁業作業の支障などが生じている。さらに、近年、マイクロプラスチックが海洋に流出し、有害化学物

質を吸着して食物連鎖に取り込まれ、海洋生態系に影響を及ぼす等の懸念が国の内外で表明されてい

る。 

 こうした状況の下、海岸における良好な景観及び環境の保全並びに海洋環境の保全を図るため、昨年

の通常国会において、議員立法により改正法案が提出され、６月に全会一致により可決、成立した（本年６

月 22 日公布・施行）。 

 改正法のポイントは以下のとおりである。 

①法律名の一部変更 

 従来、海岸漂着したごみの処理を中心としていたが、改正により漂流ごみや海底ごみも対象となったた

め、法律の題名に「海洋環境」を加え、法律名が「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好

な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に改められ

た。 
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②目的規定の一部変更 

 海洋ごみが海洋環境の保全を図る上でも深刻な影響を及ぼしており、また、大規模な自然災害の場合

に大量に発生していることから、法の目的規定にその旨の認識が追加された。 

③漂流ごみ・海底ごみの追加 

 我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を「漂流ごみ

等」と定義した上で、これを法が対象としている「海岸漂着物等」に追加し、法律が対象とする海洋ごみは、

漂着ごみ、漂流ごみ、海底ごみとなり、「国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を

及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならない」旨が規定された。 

④３Ｒの推進等による海岸漂着物等の発生抑制 

 海洋ごみは陸域で発生したごみが河川等を通じて海洋に流出するなどにより発生していることから、海

岸漂着物対策（漂着ごみのほか、漂流ごみ、海底ごみを含む海洋ごみ対策）は、３R（リデュース（削減）、リ

ユース（再使用）、リサイクル（資源として再利用））の推進などによる循環型社会の形成促進を目的とする

循環型社会形成推進基本法等に基づく施策と整合が図られたものとすることが規定された。 

⑤マイクロプラスチック対策 

 微細なプラスチック類をマイクロプラスチックと定義した上で、海洋ごみ対策は、マイクロプラスチックが海

洋環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあること及びその処理が困難であること等を踏まえ、破砕してマイ

クロプラスチックになる前のプラスチックごみを円滑に処理することや、ごみとなる廃プラスチック類自体の

排出を抑制すること、再生利用等により廃プラスチック類を減量することなどが進むように十分配慮された

ものでなければならないとする基本理念が規定された。 

 また、事業者は、通常の用法に従った使用の後に河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品

へのマイクロプラスチックの使用の抑制及び廃プラスチック類の排出の抑制に努めなければならない旨を

規定したほか、政府は、最新の科学的知見及び国際的動向を勘案し、海域におけるマイクロプラスチック

の抑制のための施策の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

旨が規定された。 

⑥その他 

 このほか、国は、海岸漂着物等の処理等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めること

や、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協

力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずる旨が規定された。 

 

２．海岸漂着物対策推進基本方針の変更 

 上記の法律改正を受け、法律に基づく基本方針の変更が本年 5 月 31 日の閣議で決定された。なお、後

述するプラスチック資源循環戦略、海洋プラスチックごみ対策アクション・プランも同日に決定している。 

 今般の基本方針の変更では、河川等の水の流れを通じて陸域から海域にごみが流出することに鑑み、

海洋ごみの削減を進めるために河川の下流域のみならず上流側も含めた流域圏で、行政や事業者、住

民等が一体となって対策を進めること、海底ごみなどは日常的に海を利用している漁業者の協力を得なが

らその回収・処理を進めることが記載されている。 

 また、海洋環境中で分解されにくいプラスチックごみの発生抑制の観点から、廃プラスチック類の排出抑

制や、仮に環境中に放出されても容易に分解する生分解性プラスチックの利用、プラスチック資源を繰り

返し利用するための再生材の利用などが記載されている。 

 このほか、マイクロプラスチックの海域への排出を抑制する観点から、洗顔料などにスクラブ製品として利
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用されるマイクロプラスチックビーズのように、通常に使用方法により、製品に含まれるマイクロプラスチック

が下水を通じて海洋に流出するような製品の場合には、そうした製品へのマイクロプラスチックの使用の削

減を徹底すること、また、そうした製品を輸入したり流通させたりしないことを求めている。 

 

３．プラスチック資源循環戦略 

 プラスチック資源循環戦略に関しては、昨年 6 月に閣議決定した第４次循環型社会形成推進基本計画

に、「再生不可能な資源への依存度を減らし、再生可能資源に置き換えるとともに、経済性及び技術的可

能性を考慮しつつ、使用された資源を徹底的に回収し、何度も循環利用することを旨として、プラスチック

の資源循環を総合的に推進するための戦略を策定し、これに基づく施策を進めていく。」との記述があり、

昨年来、関係省庁、学識経験者、業界等で検討が進められ、中央環境審議会の答申を経て、本年 5 月 31

日に関係省庁連名により決定した。 

 戦略の基本原則は、プラスチックの削減、再利用、リサイクルといった３Rと再生可能資源の利用を進める

Renewable である。 

 こうした基本原則の下、ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの使用削減、中国をはじめとしたアジアの廃プ

ラスチック輸入禁止措置を受けた国内資源循環体制の構築、可燃ごみ指定袋などへのバイオマスプラス

チックの使用など３R や再生材、バイオマスプラスチックの使用、海洋プラスチック対策などが盛り込まれて

いる。 

 また、これらの対策を進めていく上での目安となるマイルストーンが定められており、リデュースについて

は、「2030 年までにワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制」、リユース・リサイクルに関しては、「2030

年までに容器包装の 6 割をリサイクル・リユース」、「2035 年までに使用済みプラスチックを 100％有効利

用」などが、再生利用・バイオマスプラスチックに関しては、「2030 年までにバイオマスプラスチックを約 200

万トン導入」などが掲げられている。 

 

４．海洋プラスチックごみ対策アクションプラン 

 海洋プラスチックごみ対策アクションプランについては、「新たな汚染を生みださない世界」の実現を目

指す我が国の率先的・具体的な取組をとりまとめるべく、本年 2 月に原田環境大臣を議長とする関係府省

会議の開催を契機に、策定作業が開始され、内閣官房がまとめ役となり検討が進められ、5月31日の関係

閣僚会議で決定した。 

 対策分野は、①廃棄物の回収・適正処理、②ポイ捨て、不法投棄等による海洋流出の防止、③陸域で

の散乱ごみの回収、④海洋に流出したごみの回収、⑤代替素材の開発等のイノベーション、⑥関係者の

連携協働、⑦途上国支援、⑧科学的知見の集積となっている。 

 主な対策、取り組みとしては、上述の基本方針、循環戦略に記述されているものと関連するものもある

が、国内の廃プラスチック処理・リサイクル施設の整備を予算措置により短期集中的に支援することや、不

法投棄の監視・取り締まりの徹底、自治体の海岸漂着物の回収処理について予算事業により推進するこ

と、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及ロードマップによる推進、途上国に対する廃棄物管理に

関する制度構築、環境インフラ導入支援などが盛り込まれており、それぞれの施策について担当する省庁

が明記されている。 

 また、プラスチックごみの国内適正処理量、海洋プラスチックごみ回収量など 5 つの指標が設定され、プ

ランの進捗を毎年把握するほか、科学的な知見の進展等を踏まえつつ、3 年後を目途として見直しを行う

こととされている。 
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５．G20 エネルギー・環境閣僚会合及び G20 大阪サミット 

 海洋プラスチックごみへの関心が世界的に高まる中、本年、我が国において G20 が開催された。 

 6 月 15、16 日には、長野県軽井沢において、「G20 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環

境に関する関係閣僚会合」が開催され、この中で、新興国・途上国も参加し、各国が自主的な対策を実施

し、その取組を継続的に報告・共有する実効性のある新しい枠組みである「G20海洋プラスチックごみ対策

実施枠組」を構築することが合意された。 

 この枠組は、具体的には、１）環境上適正な廃棄物管理、海洋プラスチックごみの回収、革新的な解決方

策の展開、各国の能力強化のための国際協力等による包括的なライフサイクルアプローチ（生産から廃

棄、処理の各段階における対策の実施）の推進、２）Ｇ２０資源効率性対話等の機会を活用し、Ｇ２０海洋ご

み行動計画に沿った関連政策、計画、対策の情報の継続的な共有及び更新の実施、３）海洋ごみ、特に

海洋プラスチックとマイクロプラスチックの現状と影響の測定とモニタリング等のための科学的基盤の強化

等を内容としている。 

 軽井沢の会合の後の6月29、30日に開催されたG20大阪サミットでは、首脳宣言が採択され、その中に

は、 

「我々は、共通の世界のビジョンとして、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有し、国際社会の他のメ

ンバーにも共有するよう呼びかける。これは、社会にとってのプラスチックの重要な役割を認識しつつ、改

善された廃棄物管理及び革新的な解決策によって、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを

含む、包括的なライフサイクルアプローチを通じて、2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚

染をゼロにまで削減することを目指すものである。我々はまた、「G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠

組」を支持する。」といった文言が盛り込まれた。 

 このように今回の G20 において、2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロとすると

いった目標を共有し、それに向け各国が取り組むこととなった。日本としても、この目標に向かって上述し

た対策の下で各種施策を展開していくこととしている。 
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国からの情報   

 

 

平成 30 年度 里海づくり活動状況調査の結果について 

 

環境省水・大気環境局水環境課 

閉鎖性海域対策室 
 

１．里海づくりとは 

人が関わってよりよい海を作り、豊かな恵みを得る「里海づくり」の取組は、「藻場・干潟の保全・

再生・創出」に留まらず、「植林等の森づくり」や「学習会やシンポジウムの開催」など多種多様な

取組があります。 

環境省では、これまで２回（平成22年度及び平成26年度）に渡り全国の里海づくり活動の実施

状況を調査するアンケートを実施し、環境省ホームページにおいて里海に関する情報を集約した「里

海ネット」による情報提供を行いました。 

平成30年は、「里海」が提唱されてから20周年であり、海洋基本計画(第３期）等に「里海」の

考え方が位置づけられたことや、自治体に「里海」を冠した組織が創設されるなど、「里海づくり」

は施策の中に位置づけられるようになってきました。 

このため、今般、「里海づくり」の取組が広がるよう、広く情報発信を行うため、全国の里海づく

りに関する活動実態等を把握する「里海づくり活動に係るアンケート調査」を実施しました。 

 

２．里海づくり活動状況調査結果 

２．１ 調査概要 

第１回（平成22年度）、第２回（平成26年度）の調査と同様に、アンケートによる調査としまし

た。アンケートの送付先は、海に面した39都道府県の環境・水産部局及び338市町区村の合計416

箇所とし、各自治体から活動団体（NPO法人、住民団体、漁業関係者など）に照会いただき、御回答

いただきました。 

アンケート調査で確認された全国の里海づくり活動事例は291例にのぼり、特に瀬戸内海沿岸や

西部太平洋沿岸等で多い結果となりました。 

図１ 里海づくり活動を実施していると回答があった地域ごとの活動事例
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２．２ 里海づくり活動の概要 

里海づくり活動には、環境及び景観保全・自然再生に関わる「美しい海の保全・再生」、「きれい

な海（水質・底質）」や水産業の持続的な発展に寄与する「生物の豊かな海」、「豊富な魚介類」を目

的とするものが多くみられました。 

開始時期は、近年開始されたものが多いものの、30年以上継続しているものもみられます。 

291例にのぼる里海づくり活動の活動主体は、388団体にのぼり、漁業関係者や地域住民が多い結

果となりました。平成26年度と平成30年度のアンケート結果を比較すると地域住民や教育機関が

主体となっているものが増加していました。また、里海づくり活動の主体388団体に対して、主体

を支える協力団体は、690 団体となっており、その中でも地方公共団体が多い結果となりました。

地方公共団体による様々な活動支援も行われるようになってきています。 

活動内容は、「藻場・干潟の保全・再生・創出」や、海岸清掃等の「海洋ごみ対策」、環境保全等

の啓発を目的とした「自然とのふれあい・環境教育」が多くみられました。また、平成26年度と平

成30年度の結果を比較すると「水質や底質の改善」や「漁場の保全・再生」が減少し、「海洋ごみ

対策」の取組が増加していました。 

 

 

 

２．３ 里海づくり活動の成果と課題 

里海づくり活動の成果としては、「海への関心の高まり」や「人々のつながり」等の賑わいのある

海となっているとの回答が特に多く、その他にも「藻場の創出・増大」や「水産資源状況の向上」

等の成果があげられています。 

これらの成果を確認する方法としては、「藻場の面積」、「アサリの生息密度」等を実際に測定し、

定量的に把握する事例や、「関心の高まり」等について、アンケートや感想文により定性的に把握す

る事例がみられました。 
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図２ 里海づくり活動の内容 

複数回答可のため合計値は 100％にならない。 
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里海づくり活動全体における課題としては、「参加者・スタッフの高齢化」、「スタッフや後継者

の不足」等、人的資源に関わる課題が多くみられました。また、「活動の広がりがない」、「効果把

握ができていない」、「専門知識の不足」等の活動内容に関わる課題も多くみられました。 
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図３ 里海づくり活動の成果（平成 30 年度） 

図４ 里海づくり活動における課題 
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複数回答可のため合計値は 100％にならない。 

 

活動内容に関わる課題 

複数回答可のため合計値は 100％にならない。 

【％】 
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２．４ 課題に対する解決策 

里海づくり活動における課題に対して、各団体において創意工夫された取組事例を整理すると、

図５のとおりとなりました。図５の詳細につきましては、環境省ホームページに掲載しています。 

 

＜参考＞環境省ホームページ「平成30年度里海づくり活動状況調査の結果について」 

http://www.env.go.jp/press/106941.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．おわりに 

 環境省では、これらの結果を活用し、今後も、地域で里海づくり活動をされている皆様方ととも

に、「里海づくり」の考え方を取り入れた沿岸域の水環境の保全・再生等に関する取組を進めていき

ます。 

主な課題と解決のポイント 
 

 

 

 

 
●積極的な広報により参加者が増加 

・ホームページによる活動内容の広報により参加者が増加 

・事前のラジオCMや機関誌掲載等により応募者数が増加 

●活動に面白みを感じ、リピーター増加 

・「明るく楽しくをモットー」に、参加者はスタンプをため

てプレゼントを獲得。 

●体験を通して楽しんでもらうことでリピーター増加 

●研究機関との連携による目標設定及び効果把握 

・対象種の漁獲量や環境教育のイベント者数の集計 

・対象藻場の広がりを面積集計 

●自治体等の公表データを活用し効果把握 

●国や民間による助成金等について情報収集 

●様々な方法により積極的な広報活動の実施 

・新聞投稿、ラジオ出演、講演発表等、多様なメディアを活

用した積極的な情報発信 

・ホームページを毎月更新。活動を報告 

●浜での活動によって漁業関係者とのつながり、連携・スタ

ッフとして支援 

・小学校と漁業関係者が協働で浜清掃を継続・実施 

課題

活動の広がりがない 

効果把握ができて

いない 

･助成金等の情報不足 

･広報活動が不十分 

スタッフ不足 

図５ 主な課題と解決のポイント 
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瀬 戸 内 海 の プ ロ ジ ェ ク ト 紹 介 

 

瀬戸内国際芸術祭 2019 

 

香 川 県 

       
 

１．瀬戸内国際芸術祭 2019  

１．１ 瀬戸内国際芸術祭とは 

  瀬戸内国際芸術祭は、アートを道しるべに島々を巡りながら、瀬戸内の持つ美しい景観や自然、島の文

化や生活に出会うという、独特のスタイルの芸術祭である。アーティストが島民と交流し、島の伝統・文化を

感じ取り、その島でしか生み出すことのできない素晴らしいアート作品を創作し、それを大勢の来場者が

島民やボランティアサポーターである「こえび隊」とふれあいながら巡り、島への理解を深め、島の素晴らし

さを感じてもらうことが大きな特徴となっている。つまり、アーティストだけでなく、世代や地域、ジャンルを超

えた多くの人々が集い、地域の人々と協働して創り上げる、という点が地域型芸術祭の先進モデルとして

世界の注目を集めている。最近では、ニューヨーク・タイムズ（米）が選ぶ「2019 年に訪れるべき 52 か所」

に日本で唯一「瀬戸内」が選ばれ、その目的の一つに「瀬戸内国際芸術祭」が挙げられるなど、海外メディ

アにも多く取り上げられている。 

（瀬戸内国際芸術祭 2019 開催概要） 

 ＜会 期＞ 

  春（ふれあう春）：2019 年４月 26 日－５月 26 日 

  夏（あつまる夏）：７月 19 日－8 月 25 日 

  秋（ひろがる秋）：９月 28 日－11 月４日  計 107 日間 

 ＜会 場＞直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、沙弥島(春会期)、本島(秋会期)、 

      高見島(秋会期)、粟島(秋会期)、伊吹島(秋会期)、高松港周辺、宇野港周辺 

 

１．２ 瀬戸内国際芸術祭 2019 春・夏会期の状況 

  瀬戸内国際芸術祭は、これまで 2010 年、2013 年及び 2016 年の３回開催し、今年４月に開幕した「瀬戸

内国際芸術祭 2019」（Setouchi Triennale 2019）で４回目を迎えている。今回の芸術祭では、春会期に初め

てＧＷを挟む会期だったこともあり、前回の約 1.5 倍の方にご来場いただいた。続く７月に開幕した夏会期

にも多くの方にご来場いただき、８月 25 日に 38 日の日程を終了した。 

 

 

２．秋会期のみどころ 

２．１ 秋会期の概要 

  フィナーレを飾る秋会期は、９月 28 日から 11 月４日までの 38 日間の日程で開催する。秋会期の会場

は、春からの直島や女木島など７つの会場に本島（丸亀市）、高見島（多度津町）、粟島（三豊市）、伊吹島

（観音寺市）が加わる。特に秋会期中は、本島、高見島及び粟島を結ぶ臨時航路も運航されるため、魅力

的な作品を多く楽しんでいただけると考えている。 
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２．２ 秋会期のみどころ 

  秋会期は、199 の作品と 20 のイベントが展開される。例えば、国立のハンセン病療養施設の大島青松

園のある大島では、オランダのアーティストであるクリスティアン・バスティアンスが、何十年にもわたり隔離

されて生きざるをえなかった入所者たちの物語を題材にし、ノルウェーの名優、リブ・ウルマンが出演する

映像作品「大切な貨物」を公開する。さらにこれは、高松港のサンポートホール高松でフィクションとドキュ

メンタリーが交錯するライブ・パフォーマンスとしても上演される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜クリスティアン・バスティアンス「大切な貨物」（イメージ画像）＞ 

 

２．３ 新たな会場に加わる４島 

 大注目の秋会期であるが、ここでは、新たに会場に加わる４島の新作を中心に見どころを紹介する。 

本島 

  本島は、かつて塩飽水軍の本拠地として栄え、その古き街並みが塩飽大工の技術や文化を今に伝えて

いて、それを感じさせる作品が展開されている。中村厚子の「海境」は、網元の家であった古民家を舞台に

本島周辺ならではの複雑な潮流を再現し、危険と隣り合わせの漁師の暮らしや文化を想起させる。アリシ

ア・クヴァーデの「軌道（革命グラウィタス）／パラベンツ（屏風）／引力の反映」は、塩飽大工の建てた伝統

的な家屋で、実物と虚像が織りなして展開されるインスタレーションを見せる。 

  タイの作家であるピナリー・サンピタックの「笠島－黒と赤の家」は、最後の塩飽大工の作業場だった空

家で黒と赤を基調に、タイと日本の伝統工芸品でインスタレーション作品を展開する。また、島民の協力を

得て島内各地でタイにちなんだ食を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜中村厚子「海境」（イメージ画像）＞ 
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高見島 

  高見島は、過去には山が真っ白になるほどの除虫菊栽培で栄えた島である。ここに、京都精華大学有

志の「高見島プロジェクト」が作品を展開する。例えば、内田晴之と小枝繁昭の「除虫菊の家／静かに過ぎ

てゆく」と「除虫菊の家／はなのこえ・こころのいろ」は、その除虫菊の栽培で栄えた歴史を踏まえ、除虫菊

を用いた燃焼と煙のインスタレーションと写真、障壁画などの展示を行う。 

  野村正人の「海のテラス」は瀬戸内海を一望できるテラスをつくってイタリア料理を振る舞い、来島者と地

元の人々の交流を図り、皆で食卓を囲む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜内田晴之「除虫菊の家／静かに過ぎてゆく」（イメージ画像）＞ 

 

粟島 

  粟島は、日本で最初と言われる海員養成学校があった場所であり、日比野克彦をはじめ海に関連する

作品がいくつか展開される。 

  また、粟島のある三豊市内でベトナム出身者が多く働いていることを縁に、ベトナムから２組のアーティ

ストが作品を展開する。ディン・Ｑ・レは、住む人を失った空っぽな家の存在を、監視カメラを用いて克明に

映し出す「監視と不在」など３作品を展開する。リチャード・ストライトマター・トランの「ヒキコモリ」は、空家の

屋根に狛犬を模した彫刻を設置し、その内部に仕込まれた潜望鏡で島外の様子を望める作品を展開し、

海員学校で学び世界を夢見た少年たちに思いをはせる。 

 

 ＜ディン・Ｑ・レ「PHOUDON&COFFEE HOUSE」（イメージ画像）＞ 
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伊吹島 

  伊吹島は日本一良質なイリコの生産地であり、出部屋と呼ばれる場所で出産前後の女性だけで集団生

活する風習があった島である。観音寺市にルーツを持ち、現在はインドネシアで活動する栗林隆の「伊吹

の樹」は、生命の誕生の場である出部屋の跡地に、大きな木を横たえ、生命が母体からこの世界に出るこ

とを想起させる。また、インドネシアのアーティスト、エコ・ヌグロホの「壁」は、空家の中に新たな壁を立てて

境界を作って中を巡らせることで、来場者に人と社会、国家間の関係に対する疑問を投げかける。同じくイ

ンドネシアのアーティストであるメラ・ヤルスマ＋ニンディティヨ・アルディプルノモは、伊吹島の歴史資料で

見つけた木製の家形お守り「ふなだまさん」の写真などから着想を得て小屋のオブジェなどの作品を制

作・設置する「パサング－ふたつのもの全ての中に」を展示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜栗林隆「伊吹の樹」（イメージ画像）＞ 

 

（上記４島へのアクセスについて） 

  上記４島へのアクセスについては、香川県（一部、岡山県）の港から船を利用することになる。それぞれ

に港へは、高松空港からのバスやＪＲ高松駅からの電車での移動になる。 

      本  島： 丸亀港又は児島観光港（岡山県）からフェリー又は旅客船 

      高見島： 多度津港からフェリー 

      粟  島： 須田港又は宮の下港から旅客船 

      伊吹島： 観音寺港から旅客船 

  なお、秋会期中は、本島、高見島及び粟島を結ぶ臨時航路（各島間を結ぶ航路のため、各島へは上記

による渡航が必要）も運航される。詳細は、公式ウェブサイト（https://setouchi-artfest.jp/）の「アクセス」－

「西部の島への航路の時刻表」をご確認いただきたい。 
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瀬戸内における砿都の産業景観 
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１．はじめに 

 日本は、言わずと知れた世界的な地下資源最貧国の１つである。原油はもちろん、石炭、鉄鉱石、ボー

キサイトなど、我々の日常生活に必要な原料の殆どを輸入に頼っているのが実情だ。だが、そのような日

本が１つだけ自給できる地下資源があるのをご存知だろうか。それは、石灰石である。実際、石灰石を含

む石灰岩は日本列島各地に局所的に点在しており、各地に発達した石灰石鉱業は特徴的な産業景観と

独特の地域文化を育んできた。「白いダイヤ」の異名をもつ石灰石は各地に数多くの富をもたらし、「砿都」

なる工業都市が形成されていく。 

富が生ずればそこには自ずと豊かな、かつ特徴的な地域文化が育まれる。人々の賑わいとともに砿都

には充実したインフラが整備され、メインストリートは瀟洒な建築物や映画館などによって彩られていく。さ

らには企業の地域貢献によって学校やレクリエーションの場など最新鋭の都市施設が整備され、原石やセ

メント製品の運搬を目的に敷設された貨物鉄道専用線はやがて旅客兼用鉄道線ともなり、地域住民の足と

して機能していく。生産地にはまさに「文明都市」と呼ぶに相応しい、豊かな消費地が形づくられていった。

まるでダイヤモンドのように、人々はこの石に希望を抱き、輝く未来を託したのだ。 

筆者は全国に点在する砿都の産業景観をくまなく精査し、著書「日本の砿都～石灰石が生んだ産業景

観」（創元社／2017 年）１）にまとめた。幸運にも本書は平成 29 年度日本造園学会賞（著作部門）、及び平

成 30 年度日本観光研究学会観光著作賞（一般）を受賞し、砿都の存在意義を社会に発信する上で一定

の役割を果たしていると思う。本書の中では和歌山県由良町、山口県宇部市・山陽小野田市、福岡県苅

田町、大分県津久見市・佐伯市など瀬戸内海沿岸の砿都についても多くのページを割いているが、各地

には瀬戸内海ならではの砿都の産業景観が形成されているのも興味深い。画一的な近代文明の所産とし

て指摘されがちな産業景観は、砿都においてはむしろ各地域の置かれた自然地理的、あるいは人文地理

的な条件を如実に反映していると言えるのだ。その意味では各地の風土を炙り出した、文化的景観の最た

るものと位置づけることもできるはずだ。無論、瀬戸内地域もその例外ではない。 

本稿では、紙面の都合上著書で扱えなかった瀬戸内海沿岸の２つの砿都（阿南、赤穂）に注目してみ

たい。 

 

２．阿南の産業景観 

 徳島県南東部、那賀川下流橘湾岸に位置する阿南市は、江戸時代まで小さな城下町として存在してき

た。ここに大規模な近代工業が急速に発達するのは第二次大戦後であり、明治以降から既に発達してき

た各地の砿都に比べれば比較的若い工業都市といえる。1959（昭和 34）年の神崎製紙（現王子製紙）富

岡工場、1963（昭和38）年の新徳島火力発電所、1969（昭和44）年の日本電工徳島工場など、大規模な工

場が沿岸部に次々に立地していくが、その間1964（昭和39）年には阿南市を含む徳島東部地区が新産業
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都市に指定され、2000（平成 12）年には電源開発社によって橘湾に大規模な石炭火力発電所も建設され

ている。 

このような工業都市・阿南の下地はじつは戦前からあった。江戸中期の寛政年間より阿南では石灰石が

採掘されており、それは「無尽蔵の宝庫」とさえ呼ばれていたのである２）。当初は小規模なものであったが、

当地で本格的な近代石灰産業を興したのは後に“阿波の石灰王”と呼ばれる樫野藤藏（1844-1918）であ

る。藤藏は 1873（明治 6）年に神戸にて肥料用の石灰製造に着手し、「樫野石灰製造所」を設立、事業は

その後長男の樫野恒太郎（1864-1948）へと引き継がれていく（図１）。1894（明治 27）年には阿南市黒津地

地区に 10 基を超える石灰窯が築造されている。樫野藤藏・恒太郎親子は石灰石運搬用の軽便鉄道も敷

設し、生産・流通の便はいっそう整っていった。また、富岡橋の寄贈（1912）、甲子幼稚園の創立（1924）を

はじめ、学校や神社仏閣の寄附など様々な地域貢献も果たしている３）。 

  
図１ 樫野藤藏と恒太郎（樫野 130 年史より） 

 

戦後の一時期ではあったが、阿南には大手のセメント会社も進出している。1961（昭和 36）年には日本

セメント社（現・太平洋セメント社）と大阪窯業セメント社（現・住友大阪セメント社）の両社によって「阿南鉱

業株式会社」が設立され、共同で石灰石鉱区が開発された。原石の搬出を目的に採掘場と橘港との間

4.67km に当時としては画期的なベルトコンベアがいち早く採用されるなど最先端の技術が導入されるが、

その後の需要減少と品質上の問題から惜しくも 1972（昭和 47）年に閉山している４）。 

現在は市内加茂地区や沿岸部新浜、黒津地町などにいくつか石灰石鉱業関連プラントが現存しており、

砿都の面影を止めている（図２）。 

  

図２ 阿南市内に現存する石灰石鉱業関連施設 

（左） 新浜地区 （右）加茂地区 
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さらに樫野恒太郎は 1925（大正 14）年に石灰工場からほど近い阿南市黒津地に美しい自邸を建造して

いる。延べ床面積 726m2にも及ぶ瀟洒な木造 2 階建建築で、その大広間では株主総会も開くことができた

という。その後この建物は約 25km 北にある松茂町に解体・移築され、現在は結婚式場「樫野倶楽部」とし

て往時の姿を留めている（図３）。 

 

図３ 旧樫野邸（現・樫野倶楽部） 

 

 ところで、石灰石の用途は幅広い。セメントをはじめ、ガラスや薬品、紙、砂糖、ゴムなどの化学製品のほ

か、環境浄化や消毒などにも用いられている。樫野石灰製造所の初期の製品納入先もセメント会社ではな

く、製紙会社であった３）。現在の三菱製紙社の前身となるこの「神戸製紙所」はアメリカ人ウォルシュ兄弟に

よって 1872（明治５）年に設立されたもので、我が国における近代製紙業の礎を築くこととなる歴史的製紙

企業である。その後１８９４（明治 27）年に樫野石灰製造所は製造拠点を阿南に移し納入先もセメントや鉄

鋼関連会社などに拡張するが、阿南に戦後 1959（昭和 34）年に整備された神崎製紙社（現・王子製紙社）

富岡工場は重要な顧客であり続けている５）。実際、製紙過程でパルプ（植物繊維）の蒸解や薬液の回収な

どの工程で石灰石が使用される。石灰石は製紙工業の必需品であるのだ。 

 樫野社と神崎製紙社との深い繋がりを物語る興味深いエピソードが残っている。神崎製紙社が富岡工場

を建造する際、同社専務や建設部長らは樫野邸を借り受け起居を共にしながら突貫工事に励んだという

のだ６）。樫野社にとって神崎製紙社は近い将来の有力な顧客であればこそ、宿泊先の提供など工場建設

への協力を惜しまなかったのかも知れない。 

 現在、地元では富岡工場から排出される煙の方向によって天気を占い、特に釣りのポイントを知る目安と

して市民にも親しまれているという７）。また、工場の南に位置する淡島海岸からの景観は特徴的だ（図４）。

湾曲する水際線と製紙プラントの取り合わせは、瀬戸内地域における産業景観の名景の１つと呼べるだろ

う。 
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図４ 王子製紙富岡工場と淡島海岸 

 

３．赤穂の産業景観 

 赤穂市は兵庫県南西に位置する城下町である。赤穂浪士や赤穂塩などのイメージが強いが、瀬戸内を

代表する臨海工業都市としての性格も有している。播磨工業地域の一部を形成しており、その中枢を担う

工場の１つに住友大阪セメント社赤穂工場がある。 

 1953（昭和 28）年に赤穂市は工業誘致条例を制定し、この工場は 1966（昭和 41）年に操業を開始した。

敷地内には石灰石を効率的に焼成する塔状構造物 NSP キルンのほか廃熱を利用した発電所などが整備

され、大規模な産業景観が形成されている（図５）。 

 

図５ 住友大阪セメント赤穂工場 
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図６ 秋芳鉱山（左）と仙崎港（右） 

 

 日本全国の砿都と比較すると、ここ赤穂には決定的な相違点がある。それは、石灰石の原石鉱山を付近

にもっていないことだ。ならば、セメントの主要原料となる石灰石はどこから調達しているのか？それは、直

線距離にして西に約 300km も離れた山口県の秋芳鉱山（図６左）である。1963（昭和 38）年９月、住友石灰

鉱業株式会社（現・住友大阪セメント山口事業所）は長閑な漁師町であった長門市仙崎にある白潟海岸の

沖合に船積み桟橋（図６右）を設置し、約 16.5km も離れた山口県美祢から直接ベルトコンベアで石灰石を

運ぶという壮大な輸送システムを完成させた。鋼管パイルで支えられた桟橋は 200m 沖にある３基の「ドル

フィン」と呼ばれる接岸用係留施設へと通じ、石灰石は接岸する巨大な鉱石船（バラ積み貨物船）に積ま

れ、赤穂市の住友大阪セメント赤穂工場などに輸送されているのだ。 

なぜ積出港は瀬戸内ではなく、日本海沿岸の仙崎港となったのか？目的地が瀬戸内の赤穂ならば、秋

芳鉱山から南下し同じ瀬戸内海沿岸の宇部に至るルートのほうが効率的なのではないかと思えるが、それ

は実現しなかった。既に宇部の港は宇部興産社と小野田セメント社（現太平洋セメント社）に占有されてお

り、住友大阪セメント社は長門ルートを選定することとなったのである。長門から下関を回って赤穂に至る

海洋ルートは一見途方もなく遠回りに思えるが、よく考えてみるとこれは江戸時代から明治時代に隆盛を

極めた廻船「北前船」のルートに一致している。長門も赤穂も、元は北前船の寄港地だ。その意味ではむ
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重量が大きく単位重量当たりの単価の安い石灰石は、その輸送効率が採算上重要なポイントとなるが、
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 赤穂市におけるセメント工場の産業景観は、石灰石鉱業そのものの物流形態の変貌過程が直接反映さ

れていると言えるだろう。古代から舟運の発達した瀬戸内海の特性が、そのまま現在の産業景観にも映し
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今は昔。江戸も終わるころの広島湾が城下の南側遠くまで干満の差で磯が干あがってしまう景色だった
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記していました。「阿奈吾、皆當島邊の産、味佳なりとす」と、宮島沖の穴子が美味しいと認識されていたよ

うです。ほかにメバルやキス等も讃えています。 

脂がのって旨い穴子を名物としてきた産地が日本各地にあります。よく知られているのは、江戸前河口

域のあなご、瀬戸内海各地、特に明石から堺の磯の広がる河口域、岡山日生から尾道の河口域、北では

松島湾、南では大村湾に対馬、また、伊勢、三河湾など、主に太平洋に面した海域に分布しています。季

節のずれこそあれ、しっかり餌を捕って身を肥やした穴子は各地に育っておりました。当の宮島も湾の沿
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安です。もうひと昔前、当社「あなごめしうえの」では、夏までにたっぷりと餌をとり、身を肥やしたオリーブ

オイル色に輝く穴子を紫陽花穴子と呼んで重宝しておりました。 

河口域でたっぷり餌を食べた穴子はどんな調理を施しても何の心配もなく旨いものです。現在日本の穴

子の調理は、関東圏はほとんどが、関西でも多くが穴子をそのまま蒲焼にするのはまれで、全体の 8 割超

が煮て、炙ります。他に天ぷらや、活けで薄造りに、加工したりと工夫の幅は広がってきました。今では、フ

レンチ、イタリアン、中華料理、居酒屋にいたるまで食材として調理の機会は増え続けています。銀座辺り

の寿司有名店でも穴子は江戸前握りの主役といってよいほど職人一人ひとりの技が競われるところですが、

調理の点では、まず、煮ることでほんわか柔らかくすることが基本です。私の知る限り、ただ焼くだけの蒲

焼を握ってくれるのは、新橋駅近くの路地に「小笹」の看板を掲げる小さな鮨屋があるだけです。 

いっぽう関西圏では昔から前海で水揚げされてきた穴子の多くは、商店街にある魚屋の店先で砂糖醤

油で芳ばしく焼くだけのものが好まれてきました。神戸三宮の路地裏にも震災が起きるまで焼き穴子と椎

茸だけの絶品巻き寿司店「青辰」がありました。前海での日常の穴子の水揚げもなくなった今、近所の魚屋

の前から漂う香ばしい蒲焼の風情は消えています。もし近所の魚屋さんで小ぶりの蒲焼穴子をみつけたら

買うに決まりです。夏のころに収穫された新ショウガを５ミリほどの賽の目の霰に切り出します。炊きあがり

直前の白飯に、刻んだ穴子の蒲焼と一緒にして放り込んで蒸し上げます。スダチやカボスがあれば料理

屋の味に負けません。パリパリの海苔で巻いていただきます。少しの手間が必要です。 

穴子飯弁当の起こり 

日清戦争が過ぎ、急がれた広島と門司の鉄道路線が明治三十年に開通します。日本各地に伸びる鉄

道に伴い、沿線地域の産物を用いた駅弁が作られたころ。開業した宮島口駅（当時宮嶋駅）前で茶店をは

じめ、数年後駅構内での立ち売り販売を始めています。一年を通して水揚げされる早瀬瀬戸の御馳走は

鯛であり、牡蠣、浅利のほか穴子が選ばれてきました。特に穴子は、広がる遠浅の磯に通年豊かに生息し
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ており、日々の水揚げを調整できるほど漁場と漁師の環境が整っていました。宮島の参拝道中の食事とし

ても提供されていた穴子丼をヒントに出来上がったのが今に続く穴子飯弁当です。この地の穴子のおいし

さは、豊富で多様な餌を一気に捕獲できる磯にあります。一年を通して脂が乗った身はただ焼くだけで柔

らかく、骨には旨味をたっぷりと蓄えています。折り箱の中で穴子の脂がなじんだ蒲焼きと骨から取り出し

た出汁で炊いた味飯と蒲焼のタレが染み込んで冷めるときに旨くなります。 

穴子の夫婦船 

広島湾で穴子漁を一年中操業してきたのは、夫婦単位で船上生活を繰り返しながら代々受け継いだ漁

場の情報を守ってきた豊島（とよしま）の漁師たちです。西へ下る船、東へ向かう者、瀬戸内海の漁法を受

け継ぐ豊島の船に対しては各海域の地元の漁師たちも敬意を払い一目置いていたと聞きました。穴子に

限りませんが、彼らの技といえる「はえ縄漁」は百年を超える伝統の漁法です。広島湾で捕獲された穴子

は、未明早朝に市場に持ち込まれます。その後も作業は続き、前夜の漁で切り取られた釣り針と糸を結び

なおし、底引きで水揚げされた小いわしや、冷凍のサバなどの餌を針につけ丸い４０センチほどのはえ縄

用のせいろにまとめてゆきます。ようやく終わるのが１０時ころ。仮眠をとって１５時には漁場に向けて港を

出ます。とにかく夫婦の手間と時間がかかるはえ縄漁です。夕暮れまでに、はえ縄を漁場に流しておかな

ければなりません。陽が落ちて二時間ほど待ち､仕掛けを引き上げてゆきます。豊島の夫婦船は、はえ縄

漁専門です。呉の東の下蒲刈島の東に位置する小さな豊島は、今は陸続きとなり､代々の漁法や網代も

受け継ぐはずの次の世代は陸に上がり、操船の技術と漁場の情報は受け継がれることはなくなりました。 

瀬戸内海から対馬への海路 

「うえの」が取引をしてきた豊島の船の一つは、対馬の造船所で作ったそうです。どうしてそんな遠くで作

るのかと尋ねたら、荒海の波に叩かれない船体の強度がありながら安くできること、漁のことをよく知った調

子の良い造りであること、また昔から対馬に渡っていった豊島のご先祖様がたくさんいたことも話してくれま

した。その彼は今も漁を続けています。対馬へ渡った豊島の漁師のご先祖らの話を聞いてから間もなく､対

馬の穴子の良さを確認するために私たちも対馬に行きました。東京銀座の高級鮨店の板前さんに「穴子

は、どこからの穴子？」と問えば、きっと対馬といわれます。対馬で話を聞いて、かつての江戸前に匹敵す

る穴子が対馬で漁れるのはなるほどと思います。現在対馬から東京築地豊洲に送られる穴子が年間600ト

ン以上、韓国から対馬に輸入水揚げされる穴子も同等あるといわれます。豊洲を通らない穴子の個別取

引は多いと聞きます。朝鮮半島の南西海域は恵まれた潮流によって良い穴子が育つのでしょう。 

夏を迎えるまで、身の肥えた穴子は対馬産に頼ることが多いのです。この時期は対馬暖流が流れる西

の海域に良い漁場があります。冷たい海流が流れ出る朝鮮半島海域の穴子は、余り餌を食べずに海底に

じっと潜んで冬から春にかけて身を細めてしまいます。このような漁場の特徴はずっと昔から豊島の漁師

たちには伝わっていたでしょう。古代から流通を支配してきた海人らが操船してきた小型の帆船なら、瀬戸

内海から博多湾、対馬に渡るのは風さえよければ一昼夜とかかりません。さらにプサンまでは半日足らず

です。瀬戸内海の漁師達はそんな技術を受け継いだ末裔だと想像しています。対馬は朝鮮半島へも山東

半島へもつながります。日清戦争の海戦があった中国山東半島の北東海岸威海（ウエハイ）でも、瀬戸と

同じ流儀の小型のはえ縄漁船が多く係留され同じように前海で漁をしていました。昔、船上生活をしてい

た豊島の漁師たちが拠点にした島の一つが周防大島の沖家室嶋（今は橋がつけられた）で、江戸時代末

期から対馬との行き来があったそうです。漁師は魚が獲れるならどこまでも行くだろうよと、豊島の漁師は

言います。豊島の漁村の名字に多くある北や西を含む名字を持つ家は対馬の浅藻に今もあります。図１の

－45－



ており、日々の水揚げを調整できるほど漁場と漁師の環境が整っていました。宮島の参拝道中の食事とし

ても提供されていた穴子丼をヒントに出来上がったのが今に続く穴子飯弁当です。この地の穴子のおいし

さは、豊富で多様な餌を一気に捕獲できる磯にあります。一年を通して脂が乗った身はただ焼くだけで柔

らかく、骨には旨味をたっぷりと蓄えています。折り箱の中で穴子の脂がなじんだ蒲焼きと骨から取り出し

た出汁で炊いた味飯と蒲焼のタレが染み込んで冷めるときに旨くなります。 

穴子の夫婦船 

広島湾で穴子漁を一年中操業してきたのは、夫婦単位で船上生活を繰り返しながら代々受け継いだ漁

場の情報を守ってきた豊島（とよしま）の漁師たちです。西へ下る船、東へ向かう者、瀬戸内海の漁法を受

け継ぐ豊島の船に対しては各海域の地元の漁師たちも敬意を払い一目置いていたと聞きました。穴子に

限りませんが、彼らの技といえる「はえ縄漁」は百年を超える伝統の漁法です。広島湾で捕獲された穴子

は、未明早朝に市場に持ち込まれます。その後も作業は続き、前夜の漁で切り取られた釣り針と糸を結び

なおし、底引きで水揚げされた小いわしや、冷凍のサバなどの餌を針につけ丸い４０センチほどのはえ縄

用のせいろにまとめてゆきます。ようやく終わるのが１０時ころ。仮眠をとって１５時には漁場に向けて港を

出ます。とにかく夫婦の手間と時間がかかるはえ縄漁です。夕暮れまでに、はえ縄を漁場に流しておかな

ければなりません。陽が落ちて二時間ほど待ち､仕掛けを引き上げてゆきます。豊島の夫婦船は、はえ縄

漁専門です。呉の東の下蒲刈島の東に位置する小さな豊島は、今は陸続きとなり､代々の漁法や網代も

受け継ぐはずの次の世代は陸に上がり、操船の技術と漁場の情報は受け継がれることはなくなりました。 

瀬戸内海から対馬への海路 

「うえの」が取引をしてきた豊島の船の一つは、対馬の造船所で作ったそうです。どうしてそんな遠くで作

るのかと尋ねたら、荒海の波に叩かれない船体の強度がありながら安くできること、漁のことをよく知った調

子の良い造りであること、また昔から対馬に渡っていった豊島のご先祖様がたくさんいたことも話してくれま

した。その彼は今も漁を続けています。対馬へ渡った豊島の漁師のご先祖らの話を聞いてから間もなく､対

馬の穴子の良さを確認するために私たちも対馬に行きました。東京銀座の高級鮨店の板前さんに「穴子

は、どこからの穴子？」と問えば、きっと対馬といわれます。対馬で話を聞いて、かつての江戸前に匹敵す

る穴子が対馬で漁れるのはなるほどと思います。現在対馬から東京築地豊洲に送られる穴子が年間600ト

ン以上、韓国から対馬に輸入水揚げされる穴子も同等あるといわれます。豊洲を通らない穴子の個別取

引は多いと聞きます。朝鮮半島の南西海域は恵まれた潮流によって良い穴子が育つのでしょう。 

夏を迎えるまで、身の肥えた穴子は対馬産に頼ることが多いのです。この時期は対馬暖流が流れる西

の海域に良い漁場があります。冷たい海流が流れ出る朝鮮半島海域の穴子は、余り餌を食べずに海底に

じっと潜んで冬から春にかけて身を細めてしまいます。このような漁場の特徴はずっと昔から豊島の漁師

たちには伝わっていたでしょう。古代から流通を支配してきた海人らが操船してきた小型の帆船なら、瀬戸

内海から博多湾、対馬に渡るのは風さえよければ一昼夜とかかりません。さらにプサンまでは半日足らず

です。瀬戸内海の漁師達はそんな技術を受け継いだ末裔だと想像しています。対馬は朝鮮半島へも山東

半島へもつながります。日清戦争の海戦があった中国山東半島の北東海岸威海（ウエハイ）でも、瀬戸と

同じ流儀の小型のはえ縄漁船が多く係留され同じように前海で漁をしていました。昔、船上生活をしてい

た豊島の漁師たちが拠点にした島の一つが周防大島の沖家室嶋（今は橋がつけられた）で、江戸時代末

期から対馬との行き来があったそうです。漁師は魚が獲れるならどこまでも行くだろうよと、豊島の漁師は

言います。豊島の漁村の名字に多くある北や西を含む名字を持つ家は対馬の浅藻に今もあります。図１の

－45－



ように、黄海は揚子江からの淡水と朝鮮半島の北からの寒流や対馬暖流の影響下にあり、季節や漁場に

よって穴子の成長の良し悪しが分かれるだろうと思います。 

韓国の統営市の漁港に行くと、一万本の筒を積み終えた穴子漁船が何艇も停泊しているのです。これ

までも今後も日本の穴子の食文化を底から支えてきたのは、全体量を俯瞰すれば韓国、中国と日本の対

馬海域からの穴子ですが、瀬戸内海の美

味い穴子が先にあればこそ、味は受け継

がれてきたのです。 

黒潮にのった卒塔婆と穴子のレプト 

平安時代､平清盛の天下の時代に謀反

の伝説として語り継がれる「俊寛」の物語が

あります。この伝説に由来し、寄進された康

頼灯篭の伝説（鹿ケ谷の陰謀）が厳島神社

中ほどに残されています。『平家物語』によ

ると、鬼界ヶ島に流された後の俊寛ら三人

（藤原成経・平康頼）は望郷の日々を過ご

し、成経と康頼は千本の卒塔婆を作り海に

流すことを発心しますが、俊寛はこれに加

わりませんでした。やがて、一本の卒塔婆

が安芸国厳島に流れ着きました。 これに

心を打たれた平清盛は、高倉天皇の中宮

となっている娘の徳子の安産祈願（後の壇

ノ浦での安徳天皇）の恩赦を行い、藤原成

経・平康頼は都へ戻りました。僧の俊寛が

一人残された話です。安徳天皇を抱き入

水自殺した時子（二位の尼）の石碑が宮島

有の浦に建っています。宮島には平家伝説が多く残っています。 

海洋生物学者である元東京大学の塚本教授、そしてその探索船に共に乗り組んでいた九州大学望岡

教授らはその後グアム島西海域でウナギの産卵場所を突き止めてゆきましたが、ウナギを追いかけての道

中、パラオへの海嶺をたどり黒潮を南下し穴子の受精卵を採取しています。以後、穴子の仔魚もウナギ同

様に黒潮にのって日本海域に旅をしてくると考えられています。まだ、ここ 20 数年内の話です。このような

穴子仔魚の廻遊と､「俊寛」の伝説の卒塔婆が厳島神社に流れたどり着いた伝承との相似性に思わずうな

ずいてしまいます。 

穴子の味について思うところ 

まず、小骨の舌触りです。穴子にはたくさん小骨があります。数えてみました！数匹のデータですので

ご容赦ください。対象は、対馬の東海域と西海域のものです。腹開きで数えた骨の本数は、図のように片

側で 65本もう片側で 62本の合計 127本でした。骨の太さで比較すると、言われているとおり、西海域の穴

子は骨が細く身質も繊細で脂が乗っていました。このような穴子はより高く取引され一等品として好まれま

す。それらは全体の 1～2割で、高級鮨店、蒲焼専門店に流れてゆきます。残りのほとんどの穴子は、取引

額が低くなり基本は煮て味を補い、粗骨と脂の少ない身質を柔らかく整え、仕上げに炙る調理で商品化を

図１図１  黄海図 

黒山島海域のアナゴの脂乗りが良い理由 
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します。これが主流です。宮島の前海にいくらでもいた、ただ焼くだけで柔らかな穴子を「うえの」は、まだ

追い求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せっかく身が肥えた穴子のはずが、捕獲後の活かし状況（日数）はどうでしょうか？漁に出て 7 日間､韓

国統営の港に戻って 7 日間、さらに出荷を待つこともあります。その間に餌はなく海水で生き長らえさせら

れた穴子は身を落とします。日本市場の都合による出荷調整が穴子の商品力を劣化させるというジレンマ

があります。宮島北の河口の肥えた穴子でも活かしておくと 5 日目以降で味に影響が出ます。天然穴子で

あるのに中国、韓国海域のものはやや低く評価されますが、対馬産も含めて先の黄海の図でご覧いただ

いたように黒潮に乗って北上した仔魚が育った起源を同じくする穴子です。対馬産として扱われる穴子は

高級鮨店で取り扱われています。 

さて、穴子についても国別産地表示は、これまで指導されていますが、韓国産、中国産であることを表

示している商品は大手コンビニ、デパート、スーパーは少ないと思います。穴子に限らず、蛸や他の海産

物のほとんども同様です。しかし、東京オリンピック開催を機会に、来年から罰則規定をつけて表示が義務

化されます。現在日本の穴子消費の九割は輸入品です。 

ウナギがほぼ養殖による流通商品となって久しいです。しかし、養殖がもっぱらのウナギも原料のシラス

ウナギは天然です。井伏鱒二氏が原爆投下後のヒロシマを描いた小説「黒い雨」の中でシラスウナギが小

川を遡上するのを見つけた主人公が感動するシーンが印象的でした。宮島北海域河口に海ウナギはいる

のでしょうか。ここ宮島の瀬戸から穴子がいなくなったら暖簾を降ろすと言った私の先代の一言がよぎりま

す。 

穴子屋の店主としての四方山話でまとまりの無い結果となりましたが、現在の穴子の漁と流通の現状を

お知らせしておこうと書き下ろしました。文責につきまして関係各位のご寛容を頂きましたら幸せです。最

後までお読み頂きありがとうございました。 

～鱧とウナギ、穴子の養殖のこと～ 

鱧も穴子と同じウナギ目。鱧と穴子、どちらが先に登場したのかは知らないのですが、ウナギは穴子より

も随分後の誕生と聞きます。ウナギはグアム島の近くで、穴子は沖ノ鳥島の南海域でそれぞれ産卵をしま

対馬産、西と東の差

小骨数（本） 割合（％）

　極細骨 26 20

　普通骨 101 80

　極太骨 0 0

　極細骨 20 16

　普通骨 34 27

　極太骨 73 57

（11月30日）

対
馬
西

対
馬
東

図２  穴子の骨 （左：対馬 西海域、右：対馬 東海域） 
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すが、鱧だけは瀬戸内海各地で産卵していることが分かっています。鱧には気温の高い夏の季節でも鮮

度を維持して運ばれて調理ができる重宝さがあります。温暖化のせいか、底物の中で鱧だけは新たな加

入があるのか水揚げ量はうなぎ登りです。一方穴子は、一度生け簀から出て数十秒も放り出しておいたら

すぐに弱ってしまいます。また､仔魚である「のれそれ」は流し網に混獲されますがすぐ死んでしまう弱さで

す。生命力の強いシラスウナギは、養殖に悠々と耐えて、身をいくらでも肥やします。マグロの養殖で知ら

れる近大では、ウナギに続いて穴子の完全養殖にも取り組んでいます。しかしながら、受精産卵は困難を

伴っているようです。仔魚から変態して少しばかり大きくなり始めた穴子を捕獲して大きくする技術が今進

化しています。餌で味が決まるので､天然に劣らない旨味を蓄えられる配合餌料やウナギのように獰猛に

餌に食いついて一気に身を太らせる養殖環境が明らかになりつつあります。パラオ海嶺から流入する天然

の穴子の仔魚もいずれ畜養で 40 センチサイズに太らせることが叶うでしょう。しかし､ウナギもアナゴも同じ

味にコントロールしたという個体ができてしまうと思うと心は揺れてしまいます。かつて河口で生息した海ウ

ナギは重宝されてきましたが、餌の少なくなった今、海ウナギを美味しく食べる機会は減るばかりだと思い

ます。河川の改修、ダム化など重なる要因がウナギの汽水域から河川遡上を困難にしています。まだ、限

られた匹数ですがウナギの耳石から海水域だけで成長するウナギが多いことが確認されました。ジャポニ

カウナギが誕生して一億年以上。環境の変化によってウナギの生態に変化が起きているのでしょうか。 
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会 員 レ ポ － ト 

 

 

「とくしまの SATOUMI（里海）」づくりについて 

ー「里海」創生リーダーの育成ー 

         

 徳島県県民環境部環境管理課   
 

１．はじめに 

徳島県は、吉野川及び那賀川水系を中心に、勝浦川などの中小河川、並びに瀬戸内海である播磨灘と

紀伊水道、及び太平洋に接しています。 

本県の水質は、これまでの総量削減等の対策により、良好な状態が保たれるようになった一方で、「養

殖ワカメやノリの色落ち、漁獲量減少等の新たな問題がある。」との意見もあります。 

 

２．とくしまの里海づくり 

２．１ 「里海」創生リーダー 

これらの意見を踏まえ、現在、従来の「規制」を中心とした考え方から大きく転換を図り、汚濁負荷量の

軽減による良好な水質の保持と、生物多様性・生産性を確保し、自然の恵みが享受できる「とくしまの

SATOUMI（里海）」づくりを推進しています。 

その一つとして、県が実施主体となり、県民を対象として「海岸生物調査」や「水生生物調査」を実施し、

瀬戸内海の現状の周知に努めるとともに、NPO 等にも「海岸生物調査」の実施を委託し、県と住民との協

働体制の構築を図ってきました。さらに県民自らが主体的に環境保全活動に取り組んでいくためには、地

域活動の中心的役割を担う人材が必要であることから、積極的に人材の育成を行うとともに、その意識の

醸成を目的として、「とくしま SATOUMI リーダー等認定制度」を創設しました。 

平成 30 年度は、『とくしま SATOUMI リーダー』として 15 名、『とくしま SATOUMI ジュニアリーダー』とし

て 15 名を認定し、『とくしま SATOUMI フレンドシップ団体』として３団体を認定しました。 

令和元年度からは、『とくしま SATOUMI リーダー』等を総称して、『「里海」創生リーダー』と位置づけ、活

動の場を広げてきました。 

 

２．２ とくしま SATOUMI リーダー 

水環境や里海に関する知識を持ち、県内地域での里海づくりの啓発、活動を主体的に行うことができる

人材として、特定非営利活動法人環境首都とくしま創造センター（以下「エコみらいとくしま」という。）が実

施する「とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座」を受講した者などを「とくしまSATOUMIリーダー」に認定し

ています。 

令和元年度のエコみらいとくしまでの育成講座においては、勝浦川干潟での干潟生物調査や河川の底

質調査、下水処理施設の見学や海ごみの調査等の現地での学習を実施しています。 

また、『とくしま SATOUMI リーダー』は、環境保全関連イベントなどに参加して、里海づくりの普及啓発

活動を行っております。 
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２．３ とくしま SATOUMI ジュニアリーダー 

次世代の里海づくりを担う人材として、徳島県下の水辺の小学校または中学校１校を里海モデルスクー

ルとして選定し、里海についての講義や、川の水生生物調査、海岸生物調査、干潟調査、水辺の清掃活

動等を実施し、フィールドワークと学習を行う「とくしま SATOUMI スクール」を受講した児童を、『とくしま

SATOUMI ジュニアリーダー』に認定しています。 

令和元年度は、神山町広野小学校を里海モデルスクールに選定し、川ごみ啓発関連イベントにおいて

活動状況の発表を行うこととしています。 

 

            
 

 

２．４ とくしま SATOUMI フレンドシップ団体 

現に里海に関する啓発、活動を行っている団体を、「とくしま SATOUMI フレンドシップ団体」として認定

しています。令和元年度は、磯の生き物の種類などから周辺の水質や生息環境を評価する「海岸生物調

査」を実施し、徳島の里海の啓発活動を行っております。 

 

３．まとめ 

   徳島県としては、「里海」創生リーダーを核にして、県民が主体となり里海づくりを進め、豊かな「とくしま

の SATOUMI（里海）」を創生、継承していけるように、里海づくり活動の支援に取り組んでいきます。 

    

写真１ とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座での河川の底質調査 写真２ とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座での干潟生物調査 

写真３ とくしま SATOUMI スクールでの水生生物調査 写真４ とくしま SATOUMI スクールでの河川清掃活動 
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水環境保全の取組について 

 
八尾市経済環境部 環境保全課 

課長補佐兼環境保全係長 

武藤 E

む と う

A AE和大 E

か ず ひ ろ

 
１．はじめに 
  本市は大阪府の中央部東寄りに位置し、西は大阪市、北は東大阪市、南は柏原市・松原市・

藤井寺市に、東は生駒山系を境に奈良県に接しており、豊かな自然と歴史に恵まれたまちで、

河内音頭のふるさととして知られており、毎年９月に開催される八尾河内音頭まつりでは、

河内音頭グランプリや大盆踊り大会などが行われ、多くの市民でにぎわいます。 
また、本市は中小企業を中心とした「ものづくりのまち」として、製造品出荷額が府内４

番目（平成 26 年工業統計調査）の規模となっています。 
  瀬戸内海との関係では、市内を流れる河川は寝屋川を通じて大阪湾へ流入しており、また、

本市の南端には大和川が流れています。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図１ 寝屋川流域の河川（大阪府ホームページより） 
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湾 
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水環境保全の取組について 

 
八尾市経済環境部 環境保全課 

課長補佐兼環境保全係長 

武藤 E

む と う

A AE和大 E

か ず ひ ろ

 
１．はじめに 
  本市は大阪府の中央部東寄りに位置し、西は大阪市、北は東大阪市、南は柏原市・松原市・

藤井寺市に、東は生駒山系を境に奈良県に接しており、豊かな自然と歴史に恵まれたまちで、

河内音頭のふるさととして知られており、毎年９月に開催される八尾河内音頭まつりでは、

河内音頭グランプリや大盆踊り大会などが行われ、多くの市民でにぎわいます。 
また、本市は中小企業を中心とした「ものづくりのまち」として、製造品出荷額が府内４

番目（平成 26 年工業統計調査）の規模となっています。 
  瀬戸内海との関係では、市内を流れる河川は寝屋川を通じて大阪湾へ流入しており、また、

本市の南端には大和川が流れています。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図１ 寝屋川流域の河川（大阪府ホームページより） 
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２．水質保全のための取組 
  水質保全のための取組としては、恩智川など市域を流れる主要８河川において、定期的な

水質測定を行いながら監視しています。なお、平成 30 年度は、大阪府域で類型指定されてい

る市域３河川全てにおいて環境基準を達成しており、これは、公共下水道の普及や、水質汚

濁防止法など公害関係法令に基づく規制、啓発等により、市域の河川の水質は大きく改善さ

れている証と考えます。 
  また、毎年３月の第１日曜日には、近畿地方整備局、大阪府、奈良県、流域市町村で構成

される大和川水環境協議会による、「大和川・石川クリーン作戦」という清掃活動を本市流域

においても行っています。 
  併せて、恩智川流域における浮遊ごみ対策について、流域の住民の方々と河川管理者であ

る大阪府、流域４市（大東市、東大阪市、柏原市、八尾市）が連携・協働して、清掃活動を

はじめとした啓発活動を実施しています。 
  今後とも河川の水質保全のため、これらの取組を継続、発展させることにより、水質の更

なる改善や美化意識の向上に努めてまいります。 
 
３．おわりに 
  本市は令和元年６月 28 日、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に基づいた循環型社会

や「きれいなまち八尾」、プラスチックごみゼロの実現に向け、「やおプラスチックごみゼロ

宣言」を行いました。今後、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）運動をはじめ、河

川等におけるクリーンキャンペーン、市街地での美化・清掃活動などをより一層推進してま

いります。 
  これらの取組により、きれいで親しみやすい河川から「豊かで美しい瀬戸内海」の実現に

寄与したいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ 玉串川の桜並木（八尾市ホームページより） 
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地域とともに歩む環境への取り組み 

 

大塚化学株式会社 生産本部 環境安全課 
 

１．はじめに 

大塚グループの発祥企業である「大塚製薬工業部」（1940 年大塚製薬工場に社名変更）は、1921 年、

化学原料メーカーとして徳島県鳴門の地に設立されました。戦後 1946 年より輸液（点滴注射）等の臨床栄

養分野に参入、医薬品メーカーとしての歩みを始め、それまでの原料事業は、1950 年に大塚製薬工場の

化学原料部門を分離・独立させた大塚化学薬品株式会社（1984 年大塚化学株式会社に社名変更）に移

管されました。これが大塚化学のはじまりとなります。 

大塚化学は、海水の「にがり」を利用してビジネスを開始しました。こうした自然の恵みを利用した製品や

技術は、今なお多くの分野で利用され発展し、自動車の低燃費化や生活環境のクリーン化を実現する素

材として、また人々の健康維持の一端を担う素材として社会に貢献しております。 

大塚化学は、瀬戸内沿岸に国内のメイン工場とし

て、医薬品原体、有機化学品、機能性無機繊維など

を製造している徳島工場と大塚化学発祥の工場とし

て 1950 年に開設し、無機化学製品、有機化学製品

などの化学品を製造している鳴門工場、1999 年に

開設した医薬品中間体、機能性プラスチックコンパ

ウンド「ポチコン」を製造している松茂工場の３工場

があり、大塚グループの企業理念である、「Otsuka - 

people creating new products for better health 

worldwide」 に沿って化学品事業会社として地球環

境と豊かな暮らしに貢献する企業を目指しておりま

す。 

 

２．環境経営方針 

大塚化学では、企業理念「信頼の構築」達成への

一 環 と し て 、 ISO （ International Organization for 

Standardization:国際標準化機構）品質マネジメント

システム（ISO9001）、環境マネジメントシステム

（ISO14001）の国際規格の導入、適合を図り、「化学

製品、医薬品原薬の設計、製造及び委託製造管理」

を登録範囲として、徳島、鳴門、松茂の３工場と大塚

化学の全製品で認証を取得しています。今後も更に、

外部審査機関による監査を受けながら、継続的な改

善を推進し、技術と心で社会（お客さま）との信頼の

構築を図って参ります。

写真１：大塚化学㈱ 徳島工場 

写真３：大塚化学㈱ 松茂工場 

写真２：大塚化学㈱ 鳴門工場 
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地域とともに歩む環境への取り組み 

 

大塚化学株式会社 生産本部 環境安全課 
 

１．はじめに 

大塚グループの発祥企業である「大塚製薬工業部」（1940 年大塚製薬工場に社名変更）は、1921 年、

化学原料メーカーとして徳島県鳴門の地に設立されました。戦後 1946 年より輸液（点滴注射）等の臨床栄

養分野に参入、医薬品メーカーとしての歩みを始め、それまでの原料事業は、1950 年に大塚製薬工場の

化学原料部門を分離・独立させた大塚化学薬品株式会社（1984 年大塚化学株式会社に社名変更）に移

管されました。これが大塚化学のはじまりとなります。 

大塚化学は、海水の「にがり」を利用してビジネスを開始しました。こうした自然の恵みを利用した製品や

技術は、今なお多くの分野で利用され発展し、自動車の低燃費化や生活環境のクリーン化を実現する素

材として、また人々の健康維持の一端を担う素材として社会に貢献しております。 

大塚化学は、瀬戸内沿岸に国内のメイン工場とし

て、医薬品原体、有機化学品、機能性無機繊維など

を製造している徳島工場と大塚化学発祥の工場とし

て 1950 年に開設し、無機化学製品、有機化学製品

などの化学品を製造している鳴門工場、1999 年に

開設した医薬品中間体、機能性プラスチックコンパ

ウンド「ポチコン」を製造している松茂工場の３工場

があり、大塚グループの企業理念である、「Otsuka - 

people creating new products for better health 

worldwide」 に沿って化学品事業会社として地球環

境と豊かな暮らしに貢献する企業を目指しておりま

す。 

 

２．環境経営方針 

大塚化学では、企業理念「信頼の構築」達成への

一 環 と し て 、 ISO （ International Organization for 

Standardization:国際標準化機構）品質マネジメント

システム（ISO9001）、環境マネジメントシステム

（ISO14001）の国際規格の導入、適合を図り、「化学

製品、医薬品原薬の設計、製造及び委託製造管理」

を登録範囲として、徳島、鳴門、松茂の３工場と大塚

化学の全製品で認証を取得しています。今後も更に、

外部審査機関による監査を受けながら、継続的な改

善を推進し、技術と心で社会（お客さま）との信頼の

構築を図って参ります。

写真１：大塚化学㈱ 徳島工場 

写真３：大塚化学㈱ 松茂工場 

写真２：大塚化学㈱ 鳴門工場 
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３．環境への取り組み 

３．１ CO２排出量の削減 

大塚化学の中で最も規模が大きい徳島事業所では、２００７年にガスタービンコージェネレーション（都市

ガスを燃料とした熱電併給システム）の導入による燃料転換を行い、以降も重油ボイラーから小型貫流ガ

スボイラーへの切り替えや省エネルギー活動の継続により８万トンあった CO２排出量を現在では約２．４万

トンまで大幅な CO2 排出量の削減を進めています。なお、ここで発電した CO２排出量の低い電気や製造

蒸気は隣接のグループの各事業所にも供給し、共に CO２排出量の削減に寄与しています。今後も大塚グ

ループが掲げる中期エネルギー戦略に基づき、さらなる低炭素化を推進していきます。 

 

３．２ 埋立廃棄物量の削減 

大塚化学では、持続可能な循環型社会の形成に向け、産業廃棄物発生量の削減と、分別の徹底による 

再資源化への転換を推進し、２０１８年にゼロエミッション（※１）を達成しました。 

※１ 大塚化学の定義におけるゼロエミッション：リサイクル率を 99.0％以上にすること。 

リサイクル率＝（再資源化物＋有価物）／（再資源化物＋有価物＋埋立廃棄物量） 

 

３．３ 水使用量の削減 

  水は、工場で生産活動を行う上で欠くことができず、代替し難い資源であり、水が無くては事業を継続

することができません。大塚化学はその認識をもって、水利用の効率性の向上を追求し、取水量の削減と、

排水においては環境への負荷をできる限り小さくできるよう適切な対応・管理に努めています。 

  また、これからは国内外グループ会社全体における水資源管理など、持続可能な水資源保全に積極

的に取り組んでいきます。 

 

３．４ 環境コンプライアンスの順守 

  環境上の法令や社会的取り決めを、誠意を持って実践し、法令などの不在の場合においても、目的や

主旨に沿った方向で行動しています。 

 

３．５ 化学物質の管理 

  化学物質を安全に利用するためには、それぞれの化学物質が持つ性質を十分に把握し、リスクが十分

低くなるように化学物質の製造や流通、使用を管理することが必要です。大塚化学は製品のライフサイク

ルにおける自然環境への影響、お客さまの安全、従業員の安全を評価し、継続的に化学物質のリスク低

減に努めています。 
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４．地域貢献活動の取り組み 

４．１ あどぷと・エコスクール 

大塚グループ３社（大塚製薬、大鵬薬品工業、大塚化

学）は、徳島県と同県内４大学が参画する「とくしま環境

科学機構」が主体で行う産官学共同の環境教育活動

「環境首都 あどぷと（※２）・エコスクール」に協力してお

ります。「あどぷと・エコスクール」は、地域の学校の環境

学習活動を官民学共同で支えるため、徳島県が 2007 年

12 月に制度化したものです。３社は、2008 年に「里親」と

して徳島市川内中学校における環境学習支援活動を開

始し、３年を一区切りとして今年度までに３中学校、１

高等学校、１小学校を「養子」に迎え、支援活動を行

っています。2016～2018 年度は徳島市応神中学校において環境に関する講演会、校外学習、発表会の

サポートなどを実施しました。 

これらの活動は、生徒たちの環境に関する知識や意識を高めることにつながっており、その内容が評価

され 2017 年には大鵬薬品が「とくしま環境賞」を、2018 年には大塚製薬が「環境大臣表彰 地域環境保全

功労者賞」を受賞しています。※２「あどぷと」とは、養子縁組のこと。 

 

４．２ 「ごみゼロの日」キャンペーン 

大塚化学は、大塚食品と合同で、徳島県とくしま環境

県民会議が主催する「ごみゼロの日」キャンペーンに参

加しております。毎年５月 30 日（ご・み・ゼロ）前後の休日

を利用して、徳島工場周辺歩道の清掃活動の実施を通

して、地球温暖化やマイクロプラスチック問題など、遠く

離れた所のように感じる環境問題について、私たちの普

段の暮らしとのかかわりを感じることの大切さと、私たちが

日々の暮らしの中で出来る環境保全を見つける第一歩

になると考えております。 

 

５．おわりに 

世界的なエネルギー問題や人口動態の変化といった課題を解決していくテクノロジーの進歩には、「素

材の力」が必要です。大塚化学はそうしたあらゆる場面において、「将来を見据えた素材の力」を顧客と共

に創造的に、「かたち」にします。サスティナブル社会を実現するための研究開発に力を入れて参ります。 

写真４：「ごみ問題とわたしたちのくらし」講演会

写真５：清掃活動の様子 
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「自然の恵みをくらしに活かす」 

環境保全への取り組み 

 

ハリマ化成株式会社 加古川製造所 

 

１．はじめに 

ハリマ化成グループは、1947 年（昭和 22 年）の創

業以来、松から得られるロジン（松やに）、脂肪酸、テ

レピン油などの化学物質を扱う「パインケミカル（松の

化学）」に取り組んで参りました。「自然の恵みをくらし

に活かす」を基本理念に、再生可能な植物資源「松」

から得られる有用物質を、人々の生活に役立つ製品

に変えてお届けすることにより、循環型社会の実現に

向けて事業展開しています。 

今回は、ハリマ化成グループ創業の地である兵庫

県加古川市で操業しているハリマ化成株式会社加古

川製造所及びハリマエムアイディ株式会社加古川工場（以下加古川サイト）の環境保全への取り組みの一

部を紹介します。 

 

２．ハリマ化成グループの循環型事業 

ハリマ化成グループでは、松材から紙の原料となるパルプを製造する際の副生物である粗トール油を

精留して得られたロジン及び脂肪酸を原料として、印刷インキ用樹脂、塗料用樹脂、粘接着剤用樹脂、合

成ゴム用乳化剤、製紙用薬品、電子材料などを製造しています。松は植林することにより約20～30年で成

長し、松材として利用可能となるため、枯渇することのない再生可能な資源です。 

粗トール油を精留する際の副生物は、ボイラーの燃料として使用し、得られた蒸気で発電設備を稼働し、

加古川サイトで使用する蒸気及び電気を賄うと共に、余剰の電気は電力会社に販売しています。粗トール

油副産物をボイラーで燃焼する際に炭酸ガスが排出されますが、植林された松が成長する際に炭酸ガス

を吸収するため、粗トール油副産物は炭酸ガス排出量ゼロのバイオマス燃料として認められています。 

 

３．加古川サイトの環境保全への取り組み 

３．１ 炭酸ガス排出量削減 

ハリマエムアイディ株式会社では、従来より粗トール油副産物をボイラーの燃料として使用してきました

が、2005 年度からはボイラー蒸発量 30t/h（5.1MPa）、発電能力 4,000kW のバイオマス発電設備を稼働し、

バイオマス燃料の有効利用をさらに推し進めました。現在、化石燃料を使用した場合と比較して、年間約

48,000t の炭酸ガス排出削減効果が得られています。 

 

写真 1 加古川サイト全景 
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 また、加古川市に隣接する高砂市に保有する敷

地に太陽光発電システムを設置し、2014 年 12 月

より稼働しています。同システムの発電能力は

1,129kW で、「再生可能エネルギー固定買取制度

(FIT)」を活用し、発電した電力はすべて電力会社

に販売しています。2018年度の発電実績は、約145

万 kWhとなりました。 

 

図 1 循環型事業のしくみ 

図 2 発生種別炭酸ガス排出量の推移 

写真 2 太陽光発電設備 
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３．２ 大気汚染防止対策 

大気汚染防止法の特定施設（ばい煙発生施設）であるボイラーの燃料消費量、及びバイオマスボイラー

の排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物は常時監視を行い、加古川市へデータを送信しています。 

加古川サイトでは、バイオマス燃料以外にも、ボイラーの燃料として化石燃料（Ａ重油及び灯油）を使用

していますが、排ガスの環境負荷を減少させるため、2010 年に化石燃料の一部を都市ガス（天然ガス）へ

転換しました。 

 

３．３ 水質汚濁防止対策 

工場で発生する排水は、水質により廃棄物処理、下水放流、河川への放流に分けています。河川へ放

流する排水は、排水経路の中間地点及び最終の排出口で pH、COD 等の水質を連続監視しています。ま

た、万一異常排水が発生した場合に備え、緊急時の排水貯留槽を設置し、異常時には自動で貯留できる

ようにしています。2018 年 4 月には遊休タンクを利用して貯留可能量を従来の 4 倍に増やしました。 

 

３．４  臭気対策 

通常はバイオマスボイラーで焼却している、工場で発生する臭気を含んだガスを廃棄物焼却炉でも焼

却できる設備を 2018 年度に設置しました。バイオマスボイラー停止期間中はこの設備を稼働し、臭気の低

減を図っています。 

また、2019 年 6 月に敷地境界に臭気センサーを設置し、稼働を始めました。今後はこの設備を有効活

用できる体制を整え、万一敷地外へ臭気漏洩が発生した際の早期発見・早期対応に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

４．地域コミュニケーション 

加古川サイトでは、近隣の小中高校生の見学や職業体験、公民館や高齢者大学、婦人会等の視察な

どで、年間約 300 名の方々に工場にお越し頂き、業務内容について理解を深めて頂いています。 

 

５．おわりに 

私たちハリマ化成グループは、今後も企業理念「自然の恵みを暮らしに活かす」のもと、環境汚染の防

止、環境負荷の低減など、環境保全活動を積極的かつ継続的に推進してまいります。 

写真 3 臭気処理設備 

写真 4 廃棄物焼却炉 写真 5 臭気センサー 
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大阪湾沿岸を対象とした薬剤耐性細菌の分布と 

市内河川からの影響に関する研究 

平成30年度「大阪湾圏域における環境再生・創造に関する研究助成」 

近畿大学理工学部社会環境工学科   

  教授 松
まつ

 井
い

  一
かず

 彰
あき

  
 

１． はじめに 

抗生物質を始めとする抗菌薬剤は、細菌感染症による死亡者の減少に多大な貢献をしてきた。

しかし、抗菌薬剤に対して耐性を獲得した薬剤耐性細菌の蔓延と、それに伴う感染症の拡大が、

世界的な問題となりはじめている。薬剤耐性細菌の発生と蔓延は、抗菌薬剤の不適切で過剰な

使用が原因と考えられている。そのような事態を懸念して、2015年5月の世界保健機関（WHO）

の総会では、薬剤耐性に関する国際行動計画が採用された。それを受けて日本においても、2016
年から 2020 年の 5 年間で「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」が推進されている。こ

のアクションプランは 6 つの分野で構成され、分野ごとの目標を達成するための戦略や具体的

な取り組み等が盛り込まれている。設定された分野には「薬剤耐性の動向調査や監視」の項目

が掲げられており、薬剤耐性拡大予兆の的確な把握が目標に挙げられている（厚生労働省 
2016）。しかし環境中における薬剤耐性細菌の分布や動態については、これまでほとんど明らか

になっていない。 
そこで本研究では、大阪湾湾奥部 24 地点を調査地に定め（図 1）、薬剤耐性細菌数と薬剤耐

性遺伝子の分布を解明することを目的とした。研究の流れは以下の通りである。まず抗生物質

テトラサイクリンに耐性を示すグラム陰性桿菌のコロニーをマッコンキー寒天培地上に形成

させ、生きた（培養可能な）状態の薬剤耐性細菌数を求めた。このとき形成されたコロニー色

の違いから、大腸菌群（赤色）とそれ以外のグラム陰性桿菌（クリーム色）を区別した（図 2
の左図）。日本では 2016 年度の一年間に約 1804.3 トンの抗菌薬剤が使用されているが、その中

でテトラサイクリン系の抗生物質は使用量全体の 19.5%を占める 351.2 トンが使用されている

（薬剤耐性ワンヘルス動向調査検討会 2018）。次に大阪市内を流れる東横堀川と道頓堀川より、

テトラサイクリンに耐性を示す細菌と抗生物質メチシリンに耐性を示す細菌をそれぞれ分離 
し、細菌が持つテトラサイクリン耐性遺伝子とメ

チシリン耐性遺伝子の PCR 増幅を試みた。PCR 増

幅が確認された各耐性遺伝子の DNA 塩基配列を

決定し、定量 PCR 法に使用する標準配列とした。

本研究では、3 種のテトラサイクリン耐性遺伝子

（tetA, tetB, tetM）とメチシリン耐性遺伝子（mecA）
の配列を決定し、それぞれの遺伝子を特異的に定

量できる定量 PCR 法を調整・確立した。紙面の都

合上、本稿では確立した定量 PCR 法を用いて得ら

れた tetAおよび tetM遺伝子の分布について示す。
図 1 大阪湾湾奥部の採水地点 

国土地理院の地理院地図に採水地点を追記して掲載 
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２． テトラサイクリン耐性細菌の分布 

2018 年 8 月から 11 月にかけて 5 回の調査を実施した結果、大阪湾湾奥部の全調査地点より

テトラサイクリン耐性細菌のコロニーが検出された（30℃にて 48 時間培養）。調査地点によっ

て、計数される時期や計数されたコロニー数に違いは見られるが、湾奥部の沿岸海域には広く

テトラサイクリン耐性細菌が存在していると考えられる。一例として、大和川の河口域で実施

した調査結果を示す（図 2 の中央図および右図）。大和川にかかる阪堺大橋上から採水した試

料水中からは、5 回のいずれの調査においてもテトラサイクリン耐性の大腸菌群とグラム陰性

細菌が検出された。しかし大和川と J-GREEN堺を隔てた海岸部に位置する堺浜一号公園では、

採水時期によって検出される細菌数や細菌の種類が大きく変動した。例えば 10 月 12 日には

500 コロニー / 10ml 以上の大腸菌群が検出されたが、一週間後の 10 月 20 日にはほとんど大腸

菌群が検出されなかった。その一方で、10 月 12 日には全く検出されなかったその他のグラム

陰性細菌が、10 月 20 日には検出されていた。これらの事より、同地点の海水が一週間の間に

入れ替わり、水中の細菌群集も同時に入れ替わった可能性や、海水中の細菌群集の構成種が数

日の間に更新される速度で絶えず変動していた可能性が予想される。また別の調査地点におい

ても、河川にかかった橋からの調査に較べると、海岸地点で調査した耐性細菌の時期的な変動

が大きくなる傾向が見られた。以上のことから、沿岸海域における薬剤耐性細菌の分布は不均

一性が高く、潮の干満や河川からの流入を含めた水の動きによって、各観測地点の薬剤耐性細

菌の種類や数が日によって大きく変化していることが考えられた。 
 
３． テトラサイクリンおよびメチシリン耐性遺伝子の分布 

調べた 3 種類のテトラサイクリン耐性遺伝子のうち、tetA および tetB 遺伝子は大阪湾湾奥 
部全ての調査地点より検出された。tetA 遺伝子を例に各地点から遺伝子が検出された時期と数

をみると、大阪湾湾奥部では試料水 1ml 当たり 10〜1,000 コピーが遍在している事が確認でき

る（図 3 の上図）。蛍光顕微鏡を用いて別途計数した試料水中の全細菌数が 1×106〜1×107 細

胞 / ml であったことから、湾奥部の沿岸域に生息する細菌群集中の 0.01%〜1%が tetA や tetB
を保持していると予想される。他方 tetM 遺伝子は、辰巳橋（左門殿川）、阪堺大橋（大和川）、

石津大橋（石津川）などの河川にかかる橋より採水を行った地点にて検出された（図 3の下図）。

しかし海岸の調査地点からはほとんど検出されず、天保山公園にて 5 回の調査中 4 回検出され

た以外に tetM が検出された地点は 5 地点のみである。この事から、tetM は主に河川水または

陸上に生息するテトラサイクリン耐性細菌が保持する遺伝子で、海洋へは河川を通じて一時的 

図 2 寒天培地上のテトラサイクリン耐性細菌のコロニー(左図)と、大和川河口域において検出さ

れたコロニー数（中央図および右図； 大腸菌群数‐灰色、その他のグラム陰性細菌数‐白色） 
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に流れ込んでいるだけであり、tetA や tetB のように湾

奥部の海洋細菌に広く保持されている訳では無い事

が予想される。但し全ての河川水から tetM が検出され

たわけではなく、兵庫県の南武橋（武庫川）や中州橋

（蓬川）にて得た試料水中からは tetM が検出されなか

った。このように河川毎の違いが大きい事から、各河

川流域の土地利用形態の違いが tetM の存在に反映さ

れている可能性もある。大阪湾湾奥部における薬剤耐

性細菌の移動や動態を把握する上で、tetM 遺伝子は有

効な指標遺伝子になると考えられた。 
また同時に調べたメチシリン耐性遺伝子 mecA につ

いても、100ml の試料水中に 5〜100 コピーの少数では

あるが、24 地点中 13 の調査地点より検出された。mecA
は、人の常在菌である黄色ブドウ球菌等からよく検出

される遺伝子であり医療施設での検出例が多い。しか

し野外環境中での分布や動態についてはほとんど分

かっておらず、今後 mecA を保持している細菌種を同

定して由来を明らかにすることが、環境中を含めたメ

チシリン耐性細菌の動態解明に繋がると考えられる。 
最後に、本研究結果は薬剤耐性細菌の蔓延を意味す

るものでは全くない。環境中における薬剤耐性細菌の

動向を明らかにし、病原細菌に薬剤耐性を獲得させな

いような大阪湾の環境整備に繋げるための動向調査

が最終的な目的である。いたずらに不安を煽ることな

く地道な動態解明を継続し、薬剤耐性細菌の動態に関

連する諸要因を抽出していく必要がある。 
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図 3 大阪湾湾奥部の各調査地点で

検出された tetA 遺伝子（上図）と tetM
遺伝子（下図）の数 
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大阪湾におけるクルマエビ科小型えび類の資源動態と 
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１．はじめに 

 大阪湾ではアカエビ Metapenaeopsis barbata、トラエビ Metapenaeopsis acclivis およびサルエビ

Trachysalambria curvirostris の 3 種によって構成されるクルマエビ科の小型えび類（以下、小えび類と称

する）が、小型底びき網の一種である石桁網漁業の重要な漁獲対象種として扱われている。大阪湾では

高度経済成長期から沿岸域の埋め立てが進行するなど海域環境が大きく変化し、結果的に海域の底生

生物を含む生物生産はこれらの影響を受けてきたと考えられる。小えび類は大阪湾では優占的に出現す

る底生生物の一つであり、また重要な漁獲対象種であることから過去からの研究情報の蓄積がある。その

ため大阪湾内で生じた環境変化とそれに対する生物資源の応答を検証する上では非常に重要な生物群

であることが想定される。そこで本研究では、①これまでの漁獲情報をもとにして小えび類の資源動向を

検証する、②石桁網による試験操業を実施して現在の小えび類の分布状況を明らかにし、その結果を過

去の文献情報と比較することにより小えび類の資源動態と環境要因の関係性を検討することを目的とする。 

 

２．方法 

２．１ 漁獲情報の集計による小えび類資源動向の解明 

大阪府内の「小えび類」漁獲量の推移を明らかにするため、まず「大阪府統計年鑑」1）から大阪府内の

「えび類」の年間漁獲量を整理した。本統計値には小えび類の他に、クルマエビ、ヨシエビ、クマエビとい

ったクルマエビ科の大型えび類が含まれる。そこで、石桁網を基幹漁業とする大阪府内の標本漁協の

1984 年以降の水揚げ伝票から「クルマエビ」「ヨシエビ」「クマエビ」および「小えび類」ごとに年間の漁獲量

を整理し、標本漁協の「えび類」漁獲量に占める「小えび類」の構成割合を算出した。この値を大阪府内の

「えび類」漁獲量に乗じて、大阪府内「小えび類」漁獲量を推定した。併せて、標本漁協における年別の石

桁網の漁獲努力量（延べ操業日・隻数）を算出して、１日１隻当たりの小えび類漁獲量（CPUE）を求めた。 

２．２ 石桁網試験操業による小えび類の分布の解明 

2017 年と 2018 年の 5・8・11 月に大阪湾内の 20 定点で（図 1）、試験操

業を実施した。漁具は開口幅 1.8m の石桁網 2 丁を用い、袋網に 5mm 目

合いのカバーネットを取り付けた。曳網は各調査地点で 1 回、曳網速度

はおおよそ 3.5 ノット、曳網時間は 10 分程度とした。採集した小えび類は

全数を冷蔵して持ち帰り、種同定、個体数の計数、全長と湿重量の測定

を行った。GPS で測位して求めた曳網距離に石桁網の開口幅を乗じて求

めた曳網面積と入網した小えび類の個体数と湿重量から個体数密度と単

位面積当たりの重量を算出した。 図 1 試験操業調査定点 
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３．結果と考察 

３．１ 大阪府内小えび類漁獲量と CPUE 

1990 年代前半には大阪府内の小えび類の漁獲

量は 300 トン程度で推移した（図 2）。以降は 2007

年 2009 年のような急増年があるものの漸減傾向を

示し、2010 年以降は 100 トン程度で横ばいに推移

した。標本漁協の石桁網による小えび類 CPUE の

増減傾向は漁獲量の増減傾向と概ね一致した（図

2）。漁獲量が多かった 1990 年代には 12 ㎏/隻・日

程度で推移していたが、その後漁獲量と同様に

2000 年代前半までは漸減傾向を示した。2000 年代

後半は増減を繰り返しながら好漁年が続き、2010 年代初頭は再度低調であったが 2016 年には 10.6 kg/

隻・日まで回復した。1990 年代と現在の小えび類漁獲状況を比較すると、漁獲量は減少傾向で、現在は

ピーク時の 1/3 程度に落ち込んだが、CPUE は 1990 年代と同水準となっている。CPUE から判断すれば

小えび類の現在の分布量は過去と同程度であり、漁獲量減少は漁獲努力量減少が影響したと考えられる。 

３．２ 大阪湾内における小えび類の分布 

 今回の試験操業で採集された小えび類はアカエビが分布量・分布個体数ともに 70%以上を占めた。 ア

カエビは 2017・2018 年ともに 5 月には大阪湾のほぼ全域に分布し、特に 2017 年には大阪湾北部と関西

国際空港の南側に集中的に分布している地点が確認された（図 3）。8 月には 5 月には分布が確認された

湾奥部でも分布が認められない調査点が存在した。両年とも湾奥部を中心に無酸素に近い貧酸素水塊が

発生しており、酸素飽和度が 60%を下回る調査地点では小えびの分布が減少し、その貧酸素水塊の縁辺

図 2 大阪府内小えび類漁獲量と標本漁協の

石桁網による小えび類の CPUE の推移 

図 3 アカエビおよびサルエビの分布量の模式図（左列 2017 年 5・8・11 月、右列 2018 年 5・8・11 月） 
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にあたる調査地点で多く分布する傾向を示した。また、2017 年の 11 月には大阪湾北部でその年生まれの

新規加入群の集中的な出現が確認されたが、2018 年 11 月はアカエビの集中的な出現がみられず、着底

時期に台風等の攪乱的な環境変動イベントが生じ、着底が阻害された可能性が示唆される。一方、サル

エビは両年の調査において 10 g/100m2以上のまとまった分布が確認されたのは、2017 年 11 月に大阪湾

中部の沿岸域で当年加入個体がまとまって採集されたのみであり、全体的に分布量は少なかった。 

 以上の通り、現在は小えび類のうちアカエビが主要構成種かつ湾奥部寄りの海域にも多く出現すること

が確認された。その一方で、古くは林（1974）2）は 1950 年代以降小えび類の漁獲量が減少し、特に 1971・

1972 年に実施した漁獲物の調査からは 1950 年代と比べてアカエビとトラエビが減少してサルエビが主要

構成種となり、主たる漁場も水質汚濁に伴い湾奥部寄りから中央部に移動したことを示している。山西

（1988）3）も 1983 年 11・12 月に大阪湾全域で石桁網などを用いてメガベントスの採集を行い、サルエビは

大阪湾の全域に広く分布する一方、アカエビは大阪湾西部及び紀淡海峡寄りの湾口部を中心とした海域

に偏って分布していることを示している。すなわち、大阪湾では 1950 年代から少なくとも 2 度、小えび類の
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４．まとめ 
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１．新時代の幕開け 

１．１ 平成から令和への改元 

2019 年 5 月 1 日、令和元年となった。同日、皇太子が新天皇に即位する礼として剣璽等承継の儀が行

われ、直後に国民の代表に会われる儀式として即位後朝見の儀が行われた。前日の４月 30 日には平成

天皇の退位の礼として退位礼正殿の儀が行われていた。さらに、10 月 22 日には新天皇の即位礼正殿の

儀などが行われた。これらは天皇の宮中で行われる国事行為として位置づけられるが、このほかにも天皇

家ゆかりの私的な行為と位置づけられる宮中三殿、伊勢神宮、天皇墓所などでの儀式が行われた。天皇

家が伝統的祭祀を守りつづけてこられたことをあらためて印象付けられたが、平成天皇は新憲法下の象徴

天皇の意味を被災地訪問などの国民に寄り添う公的行為に見出されていたことも認識させられた。この公

的行為ができなくなったら象徴天皇の役割が果たせないと考えられた。代替わりが崩御に基づくものでな

かった点で、祝賀ムードに包まれるとともに、象徴天皇制について考えさせられる機会にもなった。 

１．２ 令和の出典 

「令和」の出典は我が国最古の歌集『万葉集』に基づいていることが発表され、考案者も国文学者の中西

進（89）であると公然とみなされている。高齢ではあるが、万葉集研究の第一人者として今も元気に広く活

躍している。新元号の出典は『万葉集』の巻五の「梅花の歌三十二首併せて序」の見出しでくくられた序文

の一節「初春の令月にして、気淑
よ

く風和
やわら

ぎ」に依拠し、この長い序文の後に32人の32首の梅の歌が続く。

大宰
だざいの

帥
そち

の大伴旅人の邸宅で催された観梅の宴の時のものである。 

新元号決定にあたり政府が今までのような中国古典ではなく国書に典拠していることをことさら強調した

せいか、中国古典の専門家からはこの部分は王
お う

義
ぎ

之
し

の「蘭
らん

亭
てい

序
じ ょ

」や詩文集『文
も ん

選
ぜん

』の張
ちょう

衡
こ う

の「帰田賦
き で ん の ふ

」の

強い影響を指摘した。特に『万葉集』巻五は中国古典に造詣が深い大伴旅人と山上億良の歌を中心に編

纂している。当時の文学的才能とは中国古典をどのように巧みに引用するかであった。中西進はこれに対

し『万葉集』のこの序文は独自の意味を生みだしていると具体的に反論している。 

この序文の執筆者には何説かあり特定されていない。令和に関する部分の現代語訳は次のとおりである。

正月 13 日は旧暦で、現在の２月８日に相当する。令月とは空の月ではなく暦の月のことである。 

天平二年正月十三日、大宰府長官旅人卿の邸宅に集まって、宴会をくりひろげる。 

折しも、初春正月の良い月で、気は良く風は穏やかである。梅は鏡の前の白粉
おしろい

のように白く咲き、蘭

は匂い袋のように香っている。（中略）漢詩に落梅の詩篇が見られるが、 古
いにしえ

も今もどうして立場の違

いがあろうか。ここに庭の梅を題としてともかくも短歌を作りたまえ。 

この文に出てくる蘭は、中西進によると、フジバカマであり、文章のレトリックのために香草を梅と対にあ

げたもので、現実の風景ではないと指摘している。
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２．大宰府のウメ 

２．１ 大宰府 

令和の出典によって福岡県太宰府市のウメが一躍脚光をあびることとなる。大伴旅人の邸宅は坂本八

幡宮の近くにあったとの説からこの八幡宮も注目をあつめている。また、旅人ゆかりの国指定特別史跡大

宰府政庁跡でも祝賀行事が催された。大宰府とは古代に遠
とお

の朝廷
み か ど

と称された奈良や京の都の国の出先

機関の政庁である。九州の政治経済、大陸に対する軍事や外交を司る役所であり、また、アジアに開かれ

た玄関口として異文化が伝えられ、交流が行われた場所でもあり、都の役人などが出向き、防人として軍

人が赴いた。奈良時代の 728（神亀 5）年頃、旅人は 64 歳で妻を伴って瀬戸内海を通って着任する。この

数年前には山上億良が国守として赴任していたので歌の親交を深める。旅人は着任後すぐに妻を失い、

任を終えて都へ帰る途中、鞆の浦で亡き妻を偲んで詠んだ「鞆の浦の磯のむろの木見むごとに 相見し

妹は忘らえめやも」（巻三・四四七）などの歌はよく知られている。  

２．２ 太宰府天満宮のウメ 

ウメといえば天満宮であり、太宰府天満宮はウメの一大名所となっている。京都の北野天満宮とともに菅

原道真公を御祭神とする天満宮・天神社の総本宮である。山口県の防府天満宮とともにこれらを日本三大

天神と呼ぶこともある。大伴旅人の時代より一時代を下るが、平安時代の 901（昌泰 4）年、異例の出世をと

げて右大臣になった道真公は陰謀によって大宰府に左遷され、2 年後に亡くなる。道真公がウメをこよなく

愛でたことから天満宮には梅林がつきものとなった。道真公は和魂漢才の精神をもったひときわ優れた学

者であったことから学問の神様として今も崇められている。 

道真公は京の都から大宰府に左遷されるとき、愛でていたウメに別れの歌として「東風
こ ち

ふかばにおいお

こせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」と詠む。この梅は大宰府へ飛んで行ったという「飛梅」伝説を残して

いる（写真－１）。太宰府天満宮は道真公の墓所に造営された。天満宮の境内には、一重、八重をはじめ

約 200 種、約 6,000 本の白梅や紅梅が咲き誇る。ウメには 500 種以上の品種があるといわれ、花や実の

多様性や様々な環境への適応性を有している。天満宮ではサクラ、ツツジ、ヤマブキ、ハナショウブ、キク

などの花も見られる。福岡県の県花は天満宮にちなみウメである。 

 

 
  

写真－１ 太宰府天満宮の御本殿と飛梅 （太宰府天満宮提供） 
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３． 古代を表象するウメの花風景 

３．１ 万葉集の花 

８世紀の奈良時代の『古事記』『日本書紀』には食糧の植物を中心として若干の花もしるされているが、

『万葉集』になると植物は圧倒的に多くなり、花が数多く詠まれる。『万葉集』は主に 629（舒明元）年から

759（天平宝字３）年にかけての約 130 年間の大和を中心とした歌約 4,500 首をおさめ、８世紀末に編纂さ

れた。『万葉集』の歌は羇旅を含む雑歌、相聞、挽歌に大別されるように、異性や家族への思い、あるいは

望郷などの人間的な思いを風景に投影することが中心で、必ずしも風景を詠じるものではないが、叙景歌

も少なくない。植物学者の中尾佐助によると約 166 種の植物が記載され、最多の１位がハギ、２位がウメ、３

位がマツで、以下、モ（藻）、タチバナ、スゲ、ススキ、サクラ、ヤナギ、アズサと続く。キリスト教の『聖書』、

インドの宗教の教典『ベーダ』、中国の『詩経』『唐詩選』などの世界の古典に比べると、『万葉

集』は観賞用植物の具体名が多いと指摘している。 

わが国は中国の植物文化を多く移入した。雪月花や花鳥風月の自然賛美も中国文化であり、ウメは花

を象徴する美意識として雪や月やウグイスなどと結びつき、風雅を代表する花となった。モモは中国では

必ずしも観賞する花木ではなく、『万葉集』にもわずかに詠まれるのみである。ハギは日本原産で野に咲く

低木の身近な花であった。ハギは秋の七草のひとつとして、前述の山上憶良が『万葉集』で「秋の野

に咲きたる花」として７種類を選んだ筆頭にあげたものである。都のはずれの野原や山里に咲いて

いた花であろう。キクが『万葉集』には出てこないのは、奈良時代に中国から渡来したものの、平安時代

になってようやく普及したからである。 
３．２  花風景の変遷 

平安中期の 10 世紀になると中国文化が昇華されはじめ、国風文化が確立されていく。その象徴的な事

例のひとつがウメからサクラへの賛美の拡大である。ウメはもちろん重要な花であり続けたが、わが国固有

のサクラが台頭してくるのである。風流な自然賛美においては、花といえばウメであったが、やがて花とい

えばサクラに固定していく。わが国の山地にはヤマザクラ、カスミザクラなどの山桜が自生していた。サクラ

は『万葉集』にも登場していたが、『古今和歌集』になると一気に増える。紀友則の「久方の光のどけき春の

日に しづ心なく花の散るらむ」の歌のように、平安貴族は爛漫の花が雪の舞いちるように散り乱れる華麗

な光景をつくりだすところにサクラの美を見てとった。『古今和歌集』は平安中期 905（延喜 5）年のわが国

最初の勅撰和歌集であり、小倉百人一首にも入っている親しみ深い歌もある。漢詩文に対し和歌を確立さ

せたものである。さらに 300 年後の 1205（元久 2）年、八代和歌集最後の勅撰和歌集『新古今和歌集』が編

纂され、西行のサクラの花の歌が数多く現れ、サクラが不動の地位を確立する。 
現代においてもウメよりはサクラに人気があるのではないだろうか。もっとも、現代のサクラは近世に江戸

の染井
そ め い

で偶然生まれたソメイヨシノが中心である。近代になると、洋花や高山植物が台頭し、今もインスタ

映えする鮮やかな色彩の花の絨毯が広がりを見せ、相変わらず生態系を攪乱する侵略的な外来植物も進

出している。花風景の嗜好は時代によって変わるが、「令和」の新元号はあらためて古代を表象するウメの

花風景の歴史性を喚起してくれた。 

 
参考文献 
1）西田正憲・佐山浩・水谷知生他『47 都道府県・花風景百科』丸善出版、2019 
2）中尾佐助『花と木の文化史』岩波新書、1986 
3）小島憲之他『日本古典文学全集３ 万葉集１・２』小学館、1971・72 
 

－67－



魚暮らし瀬戸内海 第5３回
 

 

沿岸生態系 クロダイの変 
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 瀬戸内海ばかりではなく、日本沿岸各地で「海がきれいになりすぎた」と言われるようになっ

た。海がきれいなことは、日々の暮らしにおいても観光面でも心地よさをもたらしてくれるから、文

句のない話ではある。しかし、「きれいになりすぎた」と言われる語感には何か不足がある。 

 「水清ければ、魚すまず」といわれるように、水がきれいすぎると水中の栄養やえさが乏しく、魚

が好む水環境とは言い難い面が出てくるからだ。清流や泉の水は、水の価値だけで評価される

けれど、海や湖沼や川には、生き物たちの生態系が形成され、私たち人間には魚介類などの

恵みをもたらしてくれる場でもある。そうした生物生産の場としてみると、海などの水辺がきれい

なのはうれしいが、恵が乏しくなるのも寂しいものだという気持ちが語感として表れている。 

 海や海洋生物を観察する機会が少なくなった現代。その海を「汚い海から、きれいな海へ」と

いうスローガンから、「きれいなだけの海から、豊かな海へ」という新しい目標への転換はうまく図

れるものだろうか。今一度、海辺を歩き回ってみた。 

 どこの漁港に出かけても「魚がいない」「毎年旬を迎える名産品の季節感が狂っている」「同じ

種類でも味が落ちたのではないか」などと不調を漏らす声を聞く。専門漁師に聞いても、漁業種

類によって深刻さは異なるようだ。沿岸の特定の漁場に限定して活動している者の不漁は深刻

で、たまに魚群が来ても長続きしないという。かなり広域を漁場として駆け巡る者は、漁模様の

情報を頼りに東奔西走して、同じく活動的なサワラやシイラならものになるという。確かに漁獲デ

ータを見ても、高速で泳ぎ回るこれらの回遊魚は水揚げされている。日本沿岸のえさ環境が貧

弱になってきており、所々で発生したえさ場にうまくたどり着ける魚種ばかりが潤っているようだ。 

 同様に、漁業の方も、沿岸にしがみついている土着型の漁業は衰退し、広域を迅速に駆け巡

る巻き網船団などは、何とか魚群を見出して生き残れているのだろう。我が国の水産資源の管

理は新たな取り組みが進められ、持続的な生産が可能になるように研究され、規制されていく

が、その海の幸の「配分」という点では、格差が拡大していく時代を迎えたのかもしれない。 

 

 進化論で有名なダーウィンが言ったかどうか、確証はないが言いそうなセリフとして「環境が変

化しても生き残れる種は、最も大きいものでもなく、最も強いものでもなく、変化に適応できるも

のだ」という。子供たちに人気のある恐竜たちも、条件が良ければ巨大化して最強になる方向で

進化していったが、大きな環境変化には適応できずに滅んでしまった。その変化の中を生き残

ったのは環境適応力があった哺乳類だったといわれる。そこで適応力という観点から海の中を

見てみよう。 

 魚が減ってきた背景には、地球の温暖化や、人間活動の変遷に伴う海の富栄養化とその後

の貧栄養化、マイクロプラスチックなどの汚染、沿岸域開発のツケ、そして乱獲などが考えられ

る。いずれにしても、３０年前の海の生産力は失われ、貧栄養化は広域に及び、魚たちのえさ場
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が貧弱化している。温暖化で季節感のずれも生じている。そんな環境変化にさらされて、魚たち

の生態系は大きくダメージを受けている。しかし、そんな環境にも適応力を発揮して生き残る連

中もいる。 

 サワラやシイラは、その高速遊泳力で少なくなったえさ場を広く利用して、今の貧栄養な環境

に適応している。マグロやブリはえさ環境がまし（親潮域は栄養が豊富）な北海道の方へと北上

移動している。また、環境への適応という意味では、もう少し違った戦略で生き残ってきた魚もい

る。それがクロダイだ。 

 クロダイはマダイの親戚だが、派手な赤色のマダイが光の届かない深みを好むのに対して、沿

岸の浅場をもっぱらの活動場にしている。時には河口の汽水域にも入り込み、やんちゃな若魚

は川の下流域に上っていくこともある。そのあたりはボラやスズキにも似ている。これらの魚たち

は光が多い環境だから黒っぽい銀色の体色をしている。 

 クロダイの特徴は雑食性にある。普通はタイの仲間だから「エビで鯛を釣る」といわれるようにエ

ビ、カニなどの甲殻類が好みだが、堤防や岸壁に付着しているムラサキイガイやゴカイなどもよく

食べる。堤防の上を走り回っているフナ虫などもえさにして釣ることができる。さらに、川から流れ

てくるスイカの皮にも食いつくという悪食ものだ。 

 この雑食性は、貧栄養化でえさが少なくなってきた環境において、食い物の好みにうるさい魚

種が減っていくのに対して、適応力を発揮する。岸壁の貝やゴカイなど付着生物が少なくなり、

フナ虫さえ減ってしまった沿岸で、まず目を付けたのがアサリだった。アサリは御存じの二枚貝

で砂に潜って暮らしている。クロダイはアサリをバリバリ殻ごと食えるわけではないので、アサリが

呼吸のために泥の上につきだす水管という小さな口を突いて食ってしまうのだ。すると浅利は弱

って口を開けてしまい、やがて食い尽くされる。 

 アサリの天敵はナルトビエイなどの暖海性の害魚だと思っていたが、身近なクロダイも一役買

っていたわけだ。そして、岸壁の虫やアサリも少なくなって、クロダイが向かったのがワカメやノリ

だった。養殖しているノリ芽が切れてなくなる現象をカメラで撮っていたら、クロダイが来てむしゃ

むしゃかじっているのにはびっくりした。アイゴやブダイなど草食性の魚ならわかるのだが、タイの

仲間が海藻まで食うとは驚きだった。 

 結局、瀬戸内海をはじめとする西日本の沿岸は栄養不足によって、生物生産が貧弱になり、

えさ不足から多くの魚種の減少を招いてきた。その中で、クロダイなどの雑食性という適応力の

ある魚種が求めるえさを変えながら、生き残ろうとしている状況にあることが分かってきた。 

 では、どうすれば豊かな海になるのだろうか？きれいすぎる海を求めるのではなく、海の生き物

たちの生態系が物質循環を太く活発にできるような、ある程度の栄養が補給される海づくりが必

要なのではないだろうか。兵庫県などを中心に、水産用水基準の規制上限値を決めて管理し

てきたが、下げすぎを避けるため「下限値」を導入しようとしているアイデアもそれに該当する。そ

して、「里海資本論」などにも紹介されている森川海里の連携を意識して、自然のつながりと多

様性を生かした環境づくりが必要で、そこには人間の関与も大切だ。 

 これから進められる海洋保護区としての沿岸域管理を、人手をかける適応力をもって耕しなお

す活動、つまり里海活動がこれからの海づくりに欠かせない。クロダイのようにしたたかに、しな

やかに環境変化に対応し、多様な面白い生き物たちの力を伸ばしていければと願う。 
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瀬戸内海各地のうごき 

■大阪府で実施 

「豊かな大阪湾」エコバスツアー 

大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 

 大阪府では、水がきれいで、生き物がすみやすく、暮らしに潤いを与えてくれる「豊かな大阪湾」の実現

に向けて取り組んでおり、その一環として楽しみながら大阪湾の環境保全への理解を深めるエコツーリズ

ムを推進しています。 

 ８月 18 日には、大阪府内在住・在学の小学生と保護者を対象に、大阪湾の魅力スポットを巡りながら環

境学習を行う「豊かな大阪湾」エコバスツアーを開催しました。 

 ツアーでは、大阪府で２か所しかない自然海浜保全地区のうちの１

つである岬町長松海岸をはじめ、地蔵浜みなとマルシェ、阪南２区

人工干潟、きしわだ自然資料館などを巡り、生き物観察や水質調査

を行いました。また、海洋プラスチック問題についても、海岸でのご

み拾いを通じて学習するなどして、参加者の理解を深めることができ

ました。 

 次回のエコバスツアーは 11 月下旬に開催予定です。 

 

■香川県で実施 

『かがわ里海の幸』リーフレットを作成しました！ 

香川県 環境森林部 環境管理課 

香川県では、人と自然が共生する持続可能な豊かな海を目指して、全県域で、県民みんなで、山・

川・里・海をつなぐ里海づくりを推進しています。 

昨年度は、里海の課題を食を通して考え、里海の幸を味わうことで里海に親しむきっかけとなるよう、

「里海の幸」リーフレット（A4 二つ折り）を作成しました。 

季節ごとに旬の魚介をテーマに選び、漁師さんへの「○○の魅力、教えてください！」インタビュー記

事や、「食べて守ろうかがわの里海」料理レシピを掲載しています。 

スズキの夏編を 8 月に、アイゴの秋編を 11 月に、シタビラメの冬編を 1 月に、イカの春編を 3 月にそ

れぞれ発行し、県内のスーパーなどで配布しました。 

今年度も引き続き作成予定で、通算で第 5 弾となる夏編はマダコをテーマに選んで発行しています。 

下記の「かがわの里海づくり」のホームページからもダウンロードできますので、ぜひご覧ください。 

○かがわの里海づくりホームページアドレス 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyokanri/satoumi/index.html 

 

阪南２区人工干潟での 
自然観察会のようす 
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瀬戸内海各地のうごき 

■広島市で実施 

クリーン太田川   クリーン太田川実行委員会（広島市環境局環境保全課） 

開催日：令和元年７月２８日（日）  

開催場所：太田川流域の６市町※の太田川水系３７河川   

       （広島市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町） 

※例年、府中町を含む７市町において開催しているが、府中町流域河川が工事中であったた

め、府中町は不参加 

参加者：約１８，０００人 

主催者：クリーン太田川実行委員会 

（構成メンバー） 

特定非営利活動法人広島市公衆衛生推進協議会、広島商工会議所、広島市、東広島市、廿

日市市、安芸高田市、府中町、安芸太田町、北広島町、広島県、国土交通省温井ダム管理所、

国土交通省太田川河川事務所 

 「クリーン太田川」は、毎年７月の「河川愛護月間」に、河川環境の美化意識の高揚と実践活動の定着を

図ることを目的として、太田川流域の７市町の地域住民により実施されている河川一斉清掃です。  

 今年で２７回目を迎えた「クリーン太田川」は、太田川流域の市町の連携のもと、約１万８千人の地域住民

が参加し実施しました。 

 

■姫路市で実施 

ひめじ環境フェスティバル       姫路市 環境政策室 

 姫路市、播磨圏域連携中枢都市圏の市町、企業、各種団体などの環境に関する取組みを紹介し、地球

環境の保全やゴミの減量化・リサイクルについて、市民の方に楽しみながら考える場を持っていただくこと

で、環境問題への理解と関心を高めていただくことを目的に令和元年９月２８日（土）に大手前公園で開催

しました。 

 「第十八回全日本エコ川柳大賞」や「環境ポスターコンクール」の受賞作品の展示、エコ工作、ステージ

イベントや企業・市民団体等によるブース出展などを行いました。 

 

■愛媛県西予市で実施 

  愛媛 西予 SEA TO SUMMIT（シー トゥー サミット) 

愛媛 西予 SEA TO SUMMIT 実行委員会（西予市 産業部 経済振興課） 

開催日：令和元年９月７日（土）～９月８日（日） 

開催場所：西予市内（明浜～三瓶～宇和） 

主催者：愛媛 西予 SEA TO SUMMIT2019 実行委員会 

・SEA TO SUMMIT 

 シー トゥー サミットとは、人力のみで海から里、そして山頂へと進む中で、自然の循環に思いを巡らせ、

かけがえのない自然について考えようという環境スポーツイベントで、アウトドア総合メーカー「モンベル」と

協力して開催するイベントです。 

 全国 13 会場で開催されている同イベントで、西予市は四国唯一の開催地です。四国西予ジオパークの

雄大な自然の中、カヤック 10ｋｍ、自転車 44ｋｍ、登山４ｋｍのコースを満喫します。 
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瀬戸内海各地のうごき 

 

■愛媛県松前町で実施 

郷土を美しくする清掃                 松前町 

 昭和 45 年から続いている海岸を含む町内全域での清掃。町民、企業が一丸となって各地域を清掃する。 

・開催日 ： 令和元年６月１日（土） 

・開催場所 ： 塩屋海岸、北黒田海岸、松前港及び松前町全域 

・対象者 ： 町民、企業 

 

■愛媛県内子町で実施 

元気わくわく川まつり 2019      主催：元気わくわく川まつり実行委員会（内子町 環境政策室） 

開催日：令和元年 7 月 14 日（日）午前 10 時～午後 2 時まで 

開催場所：内子町平岡 五十崎自治センター前ミニ小田川 

対象者：町内外の３歳以上中学生までの子ども 

「うなぎのつかみどり」や「ニジマス釣り」などの体験ブースと「サ

イエンス肱川」「肱川の魚」など学習のブースを開設し、体験と遊び

を通じて学習し、子ども達が川や水に興味・関心をもってもらうため

のイベントです。 

内子町内外の様々な団体・個人からのボランティア 200 名により

運営されています。 

 

 

◇新トピックス◇ 

■大阪府で実施 

第１７回魚庭（なにわ）の海づくり大会 （第１７回大会テーマ「次の世代に残そう魚庭の海」） 

魚庭の海づくり実行委員会 

（大阪府・大阪府漁業協同組合連合会・地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所） 

本大会は、大阪湾で働く漁業者が中心となり、美しく豊かな大阪湾を府民一人一人の手で取り戻すた

め、また、大阪の漁業活動及び大阪産の魚介類について府民の方々に広く啓発・普及することを目的

に、平成 14 年度から開催しております。当日は、漁師鍋の大試食会や大阪産（もん）の販売、稚魚放流

体験・おさかなふれあいプールなど、子供から大人まで大阪湾をまるごと楽しんでいただける企画が盛

りだくさんです。大阪湾の魅力に触れてみませんか。申込不要、入場無料です。 

 

〇日時：令和元年 11 月３日（日）10 時～15 時 

〇場所：岸和田市立浪切ホール 祭りの広場 

     （大阪府岸和田市港緑町 1－1） 

【問い合わせ】 072-422-4763（魚庭の海づくり実行委員会） 
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協会だより 

(2019.4.1～2019.10.31) 

 

会議名 開催日 場所 
第 14 回理事会 

 

令和元年度瀬戸内海環境保全月間ポスター

表彰式・定時総会・特別講演会 

 

第１回海文化委員会 

 

瀬戸内海環境保全月間ポスター原画展 

 

賛助会員部会 

 

令和元年度瀬戸内海環境保全トレーニング

プログラム 

 

令和元年度瀬戸内海における豊かな海の確

保に向けた方策検討業務に係る有識者検討

会（第１回） 

 

第１回編集委員会 

 

第 12 回企画委員会 

 

ひょうごエコフェスティバル 2019 

令和元年 5月 9日（木） 

 

令和元年 5月 24 日（金） 

 

 

令和元年 7月 25 日（木） 

 

令和元年 7月 31 日（水） 

 

令和元年 8月 27 日（火） 

 

令和元年 9月 18 日（水）～

20 日（金） 

 

令和元年 10 月 10 日（木）

 

 

 

令和元年 10 月 15 日（火）

 

令和元年 10 月 23 日（水）

 

令和元年 10 月 26 日（土）

～27 日（日） 

神戸市勤労会館 

 

ラッセホール 

 

 

神戸市勤労会館 

 

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉 

 

神戸市勤労会館 

 

高松センタービル、

直島町役場 

 

新大阪丸ビル別館 

 

 

 

神戸市勤労会館 

 

兵庫県民会館 

 

三木防災公園 

 

 

  
瀬戸内海環境保全月間ポスター表彰式 瀬戸内海環境保全月間ポスター原画展 
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瀬戸内海研究会議だより 

(2019.4.1～2019.10.31) 

 会議名 開催日 場所 

瀬戸内海研究フォーラム in 広島 第１回運

営委員会 

 

「大阪湾圏域の海域環境再生・創造に関す

る研究助成制度（平成 30 年度実施）」成果

発表会 

 

平成 30 年度第２回企画委員会 

 

令和元年度「大阪湾圏域の海域環境再生・

創造に関する研究助成制度」選考委員会 

 

第 15 回理事会 

 

瀬戸内海研究フォーラム in 広島 第２回運

営委員会 

 

第 16 回理事会 

 

瀬戸内海研究フォーラム in 広島 

（詳細は、75～78 頁に掲載） 

 

令和元年度通常総会 

 

 

令和元年度第１回企画委員会 

 

令和元年 4月 9日（火）

 

 

令和元年 4月 26 日（金）

 

 

 

令和元年 6月 14 日（金）

 

令和元年 6月 14 日（金）

 

 

令和元年 6月 19 日（水）

 

令和元年 7月 3日（水）

 

 

令和元年 7月 29 日 (月)

 

令和元年 9月 5日（木）

～6日（金） 

 

令和元年 9月 5日（木）

 

 

令和元年 10 月 17 日（木）

 

広島大学 

 

 

ラッセホール 

 

 

 

神戸国際会館ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

 

神戸国際会館ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

 

 

神戸市勤労会館 

 

広島大学 

 

 

神戸市勤労会館 

 

広島市西区民文化

センター 

 

広島市西区民文化

センター 

 

神戸市勤労会館 

 

 

  
「大阪湾圏域の海域環境再生・創造に関する 
研究助成制度」（平成 30 年度実施）成果発表会

瀬戸内海研究フォーラム in 広島 
［ポスター発表（ポスター前説明）の様子］

 

－74－



 
 

 

第 27 回（令和元年度） 瀬戸内海研究フォーラム in 広島 

「瀬戸内海における持続可能な開発目標（SDGs）に向けた 

里水と里海の連携」 

 

特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議 

 

特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議では、瀬戸内海に関する学術的研究や活動事例の発表、産

官学民様々な立場の方々の交流の場として、毎年 1 回、瀬戸内海関係府県でフォーラムを開催しています。 

今年は広島県で開催し、「瀬戸内海における持続可能な開発目標（SDGs）に向けた里水と里海の連携」

をテーマに、4 つのセッション（うち 1 つはポスター発表）を設け、講演や議論が行われました。 

 

開催概要 

令和元年9月5日(木)～6日(金) 

広島市西区民文化センター ホール、ギャラリー（広島県広島市西区横川新町6-1） 

 

共催・後援等 

主催：特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議 

共催：瀬戸内海環境保全知事・市長会議 

協賛：広島大学大学院総合科学研究科、公益社団法人中国電力技術研究財団 

   公益社団法人瀬戸内海環境保全協会 

後援：環境省、国立研究開発法人水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所、 

国土交通省中国地方整備局、広島県、広島市、広島大学、株式会社中国新聞社 

 

９月５日（木）開会  12:30～12:50 

 瀬戸内海研究会議の柳哲雄理事長、瀬戸内海環境保全知事・市長会議

の議長県である兵庫県より菅範昭氏（兵庫県農政環境部環境管理局長）

の主催者・共催者あいさつに続き、環境省水・大気環境局水環境課閉鎖

性海域対策室長の中野哲哉氏、広島県環境県民局環境部長の福田幸作

氏よりご祝辞を賜りました。また、フォーラム運営委員長である、広島

大学大学院総合科学研究科教授の小野寺真一氏より趣旨説明が行われ

ました。 

 

第１セッション「瀬戸内海の貧栄養化と流域圏の管理」12:55～14:55 

◆コーディネーター 
山本 民次（広島大学大学院統合生命科学研究科 教授） 

◆講演テーマ 
①流域モデル解析による瀬戸内海一級河川からの栄養塩負荷量の長期変動 

清水 裕太（国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業情報研究センター 研究員） 

②広島湾におけるカキ養殖を持続させるために～貧栄養状態に対抗するための採苗対策の取組み～ 

相田 聡（広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センター センター長） 

開会あいさつ（柳 哲雄 理事長） 
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③豊かで美しい瀬戸内海を目指して～兵庫県の取り組み～ 

菅 範昭（兵庫県 農政環境部 環境管理局長） 

④貧栄養海域で漁業生産を向上させるための試みとその科学的評価 

山本 民次（広島大学大学院統合生命科学研究科 教授） 

 
◆内容 

 「瀬戸内海の貧栄養化と流域圏の管理」というテーマで、清水裕太氏からは陸域からの流入負

荷に関する長期間の見積りと土地利用の変化についての感度解析、相田聡氏からは、貧栄養化状

態にある広島湾で、カキ幼生を採苗するための具体的工夫について、ご講演を頂きました。また、

菅範昭氏からは、あまりに低下した栄養塩濃度に対して海域での下限目標値を設定しようという

兵庫県独自の取り組みについて、最後に山本民次氏からは、貧栄養化の過程に関する学術的理解

と、陸域負荷の増大による海域生態系の応答、さらには局所的施肥による生物増殖の促進事例に

ついて話題提供を頂きました。 

 

ポスター発表セッション「瀬戸内海と周辺地域の文化・環境に関する研究・活動報告」15:05～17:55 

◆コーディネーター 
広島大学大学院工学研究科 准教授 作野 裕司 

◆内容 
 瀬戸内海と周辺地域の文化・環境に関する研究や活動報告

について、学生や研究者、市民団体等、様々な立場の 58 名の

方にポスター発表（ポスター前説明）を実施いただきました。

また、58 名のうち 41 名の方（ポスター賞応募者）に、フラッ

シュ口頭発表（１人あたりスライド１枚、発表時間１分）を実

施いただきました。 

 

９月６日（金） 

第２セッション「藻場・干潟と流域圏との関係」 9:30～11:30 

◆コーディネーター 
堀 正和（国立研究開発法人水産研究・教育機構 

 瀬戸内海区水産研究所 主任研究員） 

◆講演テーマ 
①瀬戸内海における藻場・干潟の分布状況と沿岸域の保全・再生・創出 

中野 哲哉（環境省 水・大気環境局 水環境課 閉鎖性海域対策室長） 

②藻場・干潟における栄養物質の収支 

一見 和彦（香川大学 瀬戸内圏研究センター 教授） 

③藻場・干潟生態系における海底湧水の重要性；瀬戸内海沿岸での研究結果からみえてきたこと 

齋藤 光代（岡山大学大学院 環境生命科学研究科 准教授） 

④流域の土地利用変化と沿岸への栄養塩供給の関係 ～北海道東部における事例研究～ 

井上 貴央（北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 博士研究員） 

◆内容 
 「藻場・干潟と流域圏との関係」というテーマで、まず中野哲哉氏より瀬戸内海における藻場・

参加者で賑わうポスター発表会場 

第１セッション 講演 

（山本 民次 教授） 

第２セッション 趣旨説明 

（堀 正和 主任研究員） 
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干潟の分布の現状とその保全・再生に関わる現行施策等についてご講演頂きました。次に一見和

彦氏より、陸水流入の藻場・干潟へ影響について、齋藤光代氏より海底湧水の生態系機能への影

響について、ご講義いただきました。その後、井上貴央氏より、流域圏の土地利用変化による陸

水流入を介した栄養塩供給量の変化、モデルによる将来予測についてご講演いただきました。最

後にこれらの結果を踏まえて、これからの瀬戸内海に必要な藻場・干潟管理に関する総合討論が

行われました。 

 

第３セッション「流域圏における里水と里海の連携（SATO NET）」 12:30～14:30 

◆コーディネーター 
小野寺 真一（広島大学大学院総合科学研究科 教授） 

◆講演テーマ 
①流域圏における里水とその里海への役割 

小野寺 真一（広島大学大学院総合科学研究科 教授） 

②森里川海からはじまる地域づくり－地域循環共生圏の創造－ 

原田 幸也（中国四国地方環境事務所 広島事務所長） 

③岡山県吉井川流域における連携の取り組み 

三雲 弘和（一般社団法人吉井川流域 DMO 前 C.E.O.、 

一般社団法人岡山県地域おこし協力隊ネットワーク 理事） 

④企業の取組み ―天然水奥大山ブナの森工場の例― 

 （生産拠点における持続可能な水利用 と AWS 認証取得） 

山本 亮（サントリープロダクツ株式会社 天然水奥大山ブナの森工場 事務長） 

⑤瀬戸内海の環境に関する市民意識 ―環境認識・情報・市民活動― 

淺野 敏久（広島大学大学院総合科学研究科 教授） 

◆内容 
 「流域圏における里水と里海の連携（SATO NET）」をテーマに、SATO NET の概念の概要と基

盤となる市民意識、さらにはその実現のための取り組みについて、従来からある沿岸のための上流

域への一方向的なアプローチ等に限らず、多様な視点から 5 人のパネラー（研究者 2 人、行政関係

者 1 人、民間 2 人）から話題提供をしていただきました。自然環境と人間生活との共生や資源の創

生など、さらに、環境保全活動の実施により改善された環境から癒しを受けるといった多様な価値

についての探索、それらの定量についても議論が行われました。 
 

総括・ポスター賞表彰・閉会 14:30～15:00 

 「瀬戸内海における持続可能な開発目標（SDGs）に向けた里水と里海の連携」をテーマに２日

間に渡って開催されたフォーラムの成果について、運営委員長より総括が行われました。 
◆総括概要 

 今回のフォーラムでは里水という新しい概念から SDGs を視野に入れ、里水と里海の連携につい

ての議論ができ、研究者だけでなく、民間や行政等も含めた様々な視点からの議論が必要であると

いう課題が改めて認識され、今後、SDGs 到達目標の 2030 年にかけて議論されていくことが、今回

のフォーラムでの課題への答えにつながると総括されました。 
 
 

第３セッション 講演 

（小野寺 真一 教授） 
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 また、瀬戸内海研究会議の理事及び運営委員からの投票により

若手・研究者を対象としたポスター賞として最優秀賞１名、優秀

賞 5 名の受賞者を決定し、柳理事長より表彰を行いました。 

 

◆最優秀賞 

○地下水の水源利用が淀川流域の栄養塩輸送に及ぼす影響 

  大阪大学大学院工学研究科  中谷 祐介 

 

◆優秀賞 

○海産ハーブを用いた海産無脊椎動物への忌避剤 

  国立研究開発法人水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所   Christopher J. Bayne 

○漁業者と取り組む貝殻人工魚礁を利用したマダコを増やす取組の紹介 

  海洋建設株式会社   森下 剛匠 

○半尾川再生まちづくり倶楽部の活動～忘れられた川の再生をめざして～ 

  呉工業高等専門学校   小倉 亜紗美 

○Comparison of Microplastics Pollution in the Seto Inland Sea and Sea of Japan Surrounding Yamaguchi 

Prefecture Areas, Japan: Identification and Characterization, Distribution, and Abundance Comparison

（山口県周辺の瀬戸内海と日本海におけるマイクロプラスチック汚染：同定、特性評価、分布および存

在量の比較） 

  山口大学大学院創成科学研究科   A. H. M. Enamul KABIR 

○珪藻 Skeletonema costatum においてリン制限は顕著な強光阻害を引き起こす 

  広島大学大学院 統合生命科学研究科    矢野 諒子 

 

最後に、瀬戸内海研究会議の多田邦尚副理事長（香川大学教授）より閉会あいさつが行われ、フォーラ

ム開催協力への御礼を申し上げるとともに、来年の「瀬戸内海研究フォーラム in 福岡」への参加が呼びかけ

られました。 

ポスター賞表彰の様子
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令和元年度 定時総会（開催報告） 

 

公益社団法人 瀬戸内海環境保全協会 

 

（公社）瀬戸内海環境保全協会では、毎年度１回、定時総会の開催に併せて、瀬戸内海環境保全月間

ポスター公募最優秀賞等受賞者表彰式を実施しています。 

令和元年度の総会時（令和元年５月 24 日）においては、これに加え、特別講演会として広島大学環境

安全センター長・教授の西嶋 渉氏より「瀬戸内海の環境と低次生産の変遷と空間的な分布」をテーマとし

た講演が行われ、瀬戸内海の栄養塩管理の在り方について参加者の理解がさらに深まりました。 

 

１．瀬戸内海環境保全協会 令和元年度定時総会 

瀬戸内海環境保全協会の令和元年度定時総会については、兵庫県副知事 金澤 和夫より挨拶があ

り、その後、平成 30 年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算、国に対する提案等について、提案

と報告がありました。提案のあった案件については、全て全会一致で了承されました。なお、総会の議長

は、佐藤 均副会長（一般財団法人広島県環境保健協会 理事長）が務められました。 

 

２．令和元年度瀬戸内海環境保全月間ポスター公募最優秀賞等受賞者表彰式 

23 都府県、合計 294 点の応募の中から、最優秀

賞である環境大臣賞には、香川県立高松工芸高等

学校２年生の浅井 美空さんが選ばれ、環境省水・

大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 中野室

長から表彰状、副賞、月間ポスターのパネルが授与

されました。 

次に、優秀賞である瀬戸内海環境保全協会会長

賞には、こども部門からは、愛媛県伊予郡松前町立

松前小学校４年生の小林慧紋さん、一般部門から

は、大阪府箕面市の齊藤 真紀さんが選ばれ、小

林さん、齊藤さんに、金澤副知事から賞状及び副賞

が授与されました。 

ポスターは関係機関に配布され、瀬戸内海環境保全月間（令和元年６月１日～30 日）に広く掲示されま

した。 

 

３．特別講演会 

 広島大学環境安全センター長・教授の西嶋 渉氏より、「瀬戸内海の環境

と低次生産の変遷と空間的な分布」をテーマとして、環境省研究総合推進

費 S13 の研究成果を紹介しながら、植物プランクトン量に応じた二次生産へ

の転送性の評価、陸域影響の強い海域における栄養塩管理の在り方など

についての講演が行われました。 

左から中野環境省閉鎖性海域対策室長、金澤兵庫県副知事、

浅井美空さん、小林慧紋さん、齊藤 真紀さん 

西島 渉 教授 
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   令和２年度「瀬戸内海環境保全月間」ポスター募集要項 

 

◆募集の趣旨 

  環境省、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会では、国民一人ひとりが「瀬戸内海

の環境保全」について、理解と認識を深め、各地での取り組みへと輪を広げていた

だくことを目的に、６月を「瀬戸内海環境保全月間」としています。月間中は、各

地で環境の集い、自然観察会など様々な行事が行われています。 

この周知を図るため、令和２年度の瀬戸内海環境保全月間ポスターの図案を募集

します。最優秀作品は、月間ポスターとして、瀬戸内海環境保全月間の行事及び瀬

戸内海地域の自治体・環境保全団体等において掲示します。 

（参考） 瀬戸内海環境保全月間ポスターライブラリー 

http://www.seto.or.jp/promotion/poster 

 

◆瀬戸内海の現状 

瀬戸内海は、多くの海水浴場があり、世界文化遺産も点在し、また、スナメリや

カブトガニといった貴重な生き物をはじめ、多くの鳥や魚などが棲み、日本で最初

の国立公園に指定された、世界においても比類のない美しさを誇る景勝地です。昔

から、私たちは、瀬戸内海の豊かな恵みを受けてきました。 

高度経済成長期には赤潮が頻発するなど、瀬戸内海の水質はひどく汚れていまし

たが、瀬戸内海環境保全特別措置法などによる水質改善のための施策をはじめ、瀬

戸内海沿岸の住民や関係者の努力により、水質は全体として改善されてきています。 

しかしながら、一部の海域では依然として魚などに被害を与える赤潮の発生や、魚の生息

や鳥の渡来地として重要な藻場や干潟の減少、海洋ごみなどの課題が存在していま

す。 

こうした中、平成２７年には「瀬戸内海環境保全特別措置法」が改正され、瀬戸

内海環境保全基本計画も１４年ぶりに変更されました。これらにより、瀬戸内海を

「きれいで豊かな海」としていく考え方が明確にされました。その実現に向けて、

今後、瀬戸内海に関わる多くの人々が協力して、様々な取組を進めていくことが求

められています。 

（参考） 瀬戸内海とわたしたち（せとうちネット） 

http://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/setouchiNet/seto/setonaikai/index.html 

 

◆募集テーマ 

「こんな瀬戸内海にしたい」、「瀬戸内海から得られる恵み」、「瀬戸内海らしい風景」、

「瀬戸内海を通じた交流」、「瀬戸内海での楽しい思い出」、「生活の中の瀬戸内海」

などの、皆さんの瀬戸内海の環境に対する思いや守りたい瀬戸内海の環境をポスタ

ー図案にしてください。 

 

◆応募規定  

１．応募資格  

(1)こども部門  小学生以下 

(2)一 般 部 門  中学生以上 

   （注）こども、学生、大人を問わずどなたでも応募できます。 

家族などのグループによる共同制作も受け付けています。 

 

２．作品募集期間 

    令和元年７月１日（月）～１１月２９日（金）必着   

 

３．サイズ、紙質等 

  (1) 四つ切り画用紙サイズ(縦５４㎝×横３８㎝) 

(2) 紙を縦向きにしてポスター図案を作成してください。（※紙を横向きにしな

いでください。横向きで作成したものは審査の対象外になります。） 
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(3) 絵の中に、標語など言葉を記入しないでください。（※標語の入ったものは
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協会の定時総会に招待し、表彰を行うとともに賞の授与を行います。 

 

◆作品送付先  
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◆主催  
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   令和２年度「瀬戸内海環境保全月間」ポスター募集要項 
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賛助会員募集中！ 

 次の世代に豊かで美しい瀬戸内海を引き継ぐための事業推進に、ご協

力をお願いいたします。 

特典：総合誌「瀬戸内海」の提供、講演会・研修会の受講、最新のデー

タ（瀬戸内海の資料集）にアクセス可能 

賛助会費：年額 62,000円 

 

賛助会員の皆様、総合誌 瀬戸内海に広告を掲載しませんか？ 

 

● 掲載誌及び発行回数等 

  年２回発行（印刷は各 350部程度） 

● 配布先 

    正会員（瀬戸内海関係府県市、漁業団体、環境衛生団体等）、賛助

会員、（特非）瀬戸内海研究会議会員（学識者等）、購入希望者 

● 広告サイズと広告料 

  A4全面 100,000円（年間、消費税込み） 

   A4半面   50,000円（年間、消費税込み） 

 

 

【問い合わせ先】 

公益社団法人 瀬戸内海環境保全協会 

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2  

人と防災未来センター 東館 5階 

TEL:078-241-7720 FAX:078-241-7730 

E-mail:web@seto.or.jp 
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