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摘　　要
「人手を加えることにより生物多様性と生産性が高くなった沿岸海域」という里

海概念とその自然科学的基礎を紹介し、「生息環境を多様にし、植生を含む生物相
を極相に至らせない」という日本における里海創生活動の現状と、EBM（Ecosystem 
Based Management）や CBM（Community Based Management）と関連した世界的な位
置づけ、里海創生に向けた様々な問題点とその克服に向けた課題を議論する。
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1．はじめに

“里海”という言葉は柳 1）, 2）が初めて活字として用
い、柳 �）によって「人手が加わることにより生物生
産性と生物多様性が高くなった沿岸海域」と定義さ
れた。一方、2000（平成 12）年頃から日本全国で沿
岸海域環境を保全しようとする住民運動が盛んにな
ってきて、各地で里海という言葉が異なった定義や
ニュアンスで独自に使われるようになった。それら
の定義の紹介と意義は柳 �）にまとめてある。

政府の様々な施策、例えば平成 19 年度の環境立
国戦略、同年度の第 � 次生物多様性国家戦略、平成
20 年度の海洋基本計画）の中では、前述の柳の定義 �）

がほぼそのまま使われ、里海創生の必要性が唱えら
れていることを付記しておく。

本稿では、日本における現在の里海創生活動を紹
介し、その世界的な位置づけと今後の課題について
論じる。

2．自然科学としての里海概念

柳 �）がまとめているように、日本各地で、あるい
は世界各国で共通かつ単一の里海の定義が必要とさ
れるわけではない。しかし、里海の定義に欠かせな
いキーワードがある。それは“生物多様性”である。
高い生物多様性が保証され、高い生物多様性が高い
生物生産性につながり、海洋生物の再生産を保証し
た後の、余り物としての漁獲を適切な管理下で行う

ことにより、沿岸海域で働き・沿岸海域の環境を監
視し・沿岸海域環境を保全する人手として機能する
漁業者の生活が初めて保証されるからである。

適切な人手を加えることで沿岸海域の生物多様性
を高めることが原理的には可能なことはすでに指摘
した �）。多様な生物の生息は多様な生息環境の存在
によって保証されるのだから、沿岸海域で多様な生
息環境を整備するように適切な人手を加えてやれ
ば、生物多様性を高めることができる。

人手をかけることで生息環境を多様にする方法に
は①新たな生息環境をつくりだすこと、②植生を含
めた生物相を極相に至らせないこと、の二つがある。

漁民が昔から行ってきた築磯（海岸に大きな岩を
置き、付着生物や小魚の生息場をつくること）・石
干見（石垣でつくった定置網のようなもの �））・魚礁
設置などは①に相当する。また、戦前まで日本沿岸
のアマモ・ガラモなどの藻場は定期的に人々により
刈り取られ、田畑の肥料として用いられていた。こ
のような藻場の部分的刈り取りにより、藻場にギャ
ップ（間隙・空隙）を生じさせ、ギャップと藻場の境
界に多くの小魚を蝟集させる（図 1）ことは②に相当
する。しかし、化学肥料の普及により、藻場刈り取
りがなくなり、藻場が極相に至ることでギャップが
消失し、藻場に集まる小魚の種類数や個体数は減少
した �）。

沿岸海域の生息環境を多様にし、植生を含めた生
物相を極相に至らせず、海洋生物の生息に配慮した
適切な人手を加えることが沿岸海域の生物多様性を
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高め、高くなった生物多様性が高い生物生産性につ
ながり、海洋生物の再生産を保証した後の余剰物を
適切な管理下で漁獲することにより持続可能な漁業
が保証される。

このような沿岸海域における適切な人手のかけ方
と生物多様性の関係は、2010 年 10 月に名古屋で開
催された生物多様性に関する COP10 においても、
サイドイベントのひとつとして紹介された。

沿岸海域における人手と生物多様性に関する実例
のひとつを次章で紹介する。

3．人手と生物多様性

沿岸海域における生物多様性を高める人手の加え
方の一例として、カキ殻魚礁設置を取り上げ、海砂
採取跡地である広島県三原市幸崎沖海域で、カキ殻
魚礁を設置した海域（Stn.B-1）と、そこから 200 m
離れた魚礁を設置していない海域（Stn.B-2）、にお
けるベントスの比較調査を四季にわたって行ってい
る（図 2）。ここでは 2010 年 1 月 22 日に行った冬季
調査の結果を報告する。

ポリエチレンパイプに詰められたカキ殻を組んだ

魚類が利用しやすい適正な藻場の規模、形態

広い藻場の中央部では、
生物による利用が少ない

魚類は藻場の切れ目を利用魚道の作成。藻場を分断

定期的なアマモの刈り取りと刈り取ったアマモの利用

図 1　魚によるアマモ場の利用．
（谷本照己氏提供）

図 2　瀬戸内海西部三原沖の観測海域．
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カキ殻魚礁（図 3）を設置した B-1 点とほぼ同じ水深
（約 �0 m）でほぼ同じ地形・底質（貝殻混じり砂）を
有した B-2 点を B-1 点から 200 m 離した理由は、 魚
礁の効果が 200 m 以遠には及ばないという結果が
すでに得られているからである �）。両点における水
温・塩分・密度・濁度・蛍光光度の鉛直分布は、冬
季も春季もほぼ同様であった（図略）。ベントス採取
は幅 20 cm の筺型採泥器を用い、深さ � cm・長さ
�0 cm の底泥を � 回採取し、1 mm 編み目のフルイ

で得られたサンプルを混合して、 同定した。結果を
表 1 に示す。 

ベントスの種類数・個体数・湿重量すべての値に
関して、カキ殻魚礁設置点（B-1）の方が、非設置点

（B-2）より大きく、柳 �）が指摘したように、新たな
海洋生物の生息空間をつくるように人手を加えるこ
とが、沿岸海域における生物多様性の増加につなが
ることが窺える。両点でほぼ同じ門のベントスが出
現しているが、軟体動物のヒバリガイ、環形動物の
ウロコムシやイワムシ、節足動物のコシオリエビや
ヤワラガニ、原索動物のホヤは B-2 では全く見られ
ず、B-1 でのみ観察され、それぞれの門の B-1 での
出現種類数はほぼ 2 倍になっていた。

このことは、199� 年に海砂採取が禁止され �）、こ
の海域では新たなベントス生態系が形成され始めて
いたが、200� 年・200� 年に行われた B-1 点への �
基のカキ殻魚礁設置により、魚礁に蝟集する魚の糞
や魚礁から落下した付着生物などを餌にして、B-1
点では B-2 点と異なる新たなベントス生態系が生ま
れ、それを餌とするカレイなどの底生魚も蝟集し、
新たな海底生態系が構築されていることを示唆して
いる。魚礁設置による流動変化により底質分布が変
化し、B-1 と B-2 のベントス生態系が異なってきた
可能性もある。この調査は春季・夏季・秋季も行っ
て、最終的な結果をまとめ、論文を作成する予定で
ある 9）。

前述した①、②と生物多様性の関係を図 4 に示
す。①、②とも全く人手をかけない時は under-use
になって生物多様性は低い、同様に手をかけすぎて
も over-use になって生物多様性は低くなる、生息
場を増やし、極相への変遷を防止するような適度な
人手のかけ方が生物多様性を最大にする。

図 4　生息場の創生・極相防止と生物多様性の関係．

図 3　カキ殻魚礁の構造．

表 1　B-1 と B-2 のベントス種類数・個体数・湿重量．

日
種類数 個体数 湿重量

（/0.� m2） （g/0.� m2）
B-1 1/22 �2 12� �.�

B-2 1/22 2� �� 2.1
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4．水質と生物多様性

沿岸海域において、適切な人手を加え魚介類の生
息場所を整備しても、その海域の水質が海洋生物の
生息に適していなければ、沿岸海域の生物多様性を
高くすることはできない。沿岸海域の水質は主に、
山－里－川を通じて沿岸海域に流入する河川水の流
量・水質により決められているからである。水質に
関しては、山・里・川それぞれの場で里海と同様、
適切な人手を加え、それぞれの場で生物の生息環境
を確保するような第一次産業を育成することで、初
めて沿岸海域における適切な水質を確保することが
可能となる。

その意味では“環境にやさしい”林業・農業・漁
業を育成することが、山・里・川・海の統合管理を
可能にし、それぞれの場での生物多様性を高め、生
物生産性を上げることにつながる。言い換えれば、
里山－里地－里海を一体と考える統合管理（図 6
右）が必要とされる。

5．欧米の自然観，EBM，CBM との関わり

里海（Satoumi）を支える地域共同体に関して日本
を含む東アジアと欧米では、その性格が全く異なる。
すなわち東アジアの共同体は基本的には自然と人間
の一体感、それを支える多神教のもとに成立してい
るのに対して、欧米のそれは神と契約した個人が職
業など共通の機能を媒介にして形成したものであ
り、一神教のもとで成立している。すなわち、東ア
ジアの共同体は自然が大きな役割を果たしていて、
自然保全のための様々なタブーを守る姿勢が大事に
されるのに対して、欧米の共同体は、自然とは無関
係の条件で、個人同士の関わりのあり方として成立
し、自然に対する姿勢は stewardship という言葉に
表されるような契約をきちんと果たすというやり方
のもとに成立している。その結果、欧米の自然保護
は人間活動と切り離した保存域（preserved zone）を
設定して、全く手をかけない状態で行われる。その
一方で人間活動域では自然を征服する形で諸活動が
行われる。このような人間と自然との関係は、保存

Human and Nature

EU and USA Japan

Marine
Culture

MPA
Chinjyu-no-umi

Separation of human and nature Co-existence of human and nature

Satoumi

Human activities

Buffer zone

Preserved
zone

図 5　欧米と日本における人間と自然の関係．

図 6　EBM（生態系立脚管理），CBM（地域社会立脚管理），ICM（統合管理）と里海．
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域では under-use、人間活動域では over-use となり、
いずれの場でも生物多様性が低下する。一方里海は
基本的には人間と自然の共生を基本においていて、
wise-use が自然利用の基本的概念である（図 5）。

現在の欧米における沿岸海域環境管理の基本概念
は EBM（Ecosystem Based Management）である。
EBM は基本的には環境管理指標を、TP（Total 
Phosphorus）・TN（Total Nitrogen）といった水質か
ら、藻場面積などの生態系指標に変え、健康な生態
系を維持するための環境管理を行うことである（例
えば、Larkin10））。実際に EBM を効果的に行うため
には、その場での健全な生態系を再生・維持するた
めの Local Wisdom（Indigenous Wisdom）を活用す
るということが大切になる。複雑な生態系構造はそ
れぞれの地域で異なった特性をもち、生態系全体の
健康度を守る知恵は各地で同一ではないからであ
る。水産資源管理に対しても今までのような単一魚
種に対して TAC（Total Allowable Catch）を決めるよ
うな管理法ではなく、生態系全体の保全を目指す
EBFM（Ecosystem Based Fishery Management）が
提案されている（例えば、Pikitch et al.11））。

EBM が水域環境管理目標としての指標を藻場面
積などの生態系ベースに置いていることに対して、
Satoumi 概念は指標としての生態系も考慮するが、
生態系全体として多様な海洋生物生息場所を確保
し、基本的には人々の Working Landscape（人々の
労働が背景となってつくられる景観）としての沿岸
海域を創造しようとしているところに大きな特徴が
ある。

また東アジアでは ICM（Integrated Coastal Zone 
Management）の主要な手法として CBM（Communi-
ty Based Management）が行われようとしている（例
えば、鹿熊 12））。中央官庁の諸法律をもとに沿岸海
域管理を行うのではなく、地域社会の了解をもとに、
沿岸海域環境管理を行うというもので、Satoumi も
同様な基本理念に依っている。ただし、例えば、イ
ンドネシアの Sasi が各地域社会では遵守されてい
るのに 1�）、他地域から侵入してくる住民により破ら
れているという現実 1�）は、CBM と同時に国家的・
広域的な環境管理も ICM には必要なことを示唆し
ている。

Satoumi 創生も地域の知恵を生かすと同時に、国
家的・広域的な陸域・河川域管理や生物生息場所確
保技術提供が同時になされなければならない。これ
は Satoyama、Satochi、Satoumi をつなぐ統合管理

（ICM）として実現されるべきものである。これらの
関係を図 6 に示す。

6．持続的利用と搾取的利用

里海創生の主要な目的は水産資源の持続的利用で
ある。しかし、狭い社会では持続的利用されていた

自然資源が、関係する社会の拡大とともに、非持続
的＝搾取的利用に変化していく事例が多い。長い間
地元民により持続可能な利用をされてきた熱帯雨林
が、世界中の大手資本の介入による大規模伐採で環
境劣化を起こしている事実はその一例である。沿岸
海域の水産資源に関しても、持続的利用から非持続
的利用に変化してきている例は多い。

水産資源の持続的利用から非持続的利用に変化し
た自然科学的・社会的理由を明らかにし、いかにし
て持続的利用を可能にするかを考え、そのためのシ
ステム・沿岸海域ガバナンス手法を確立していくこ
とも科学者の仕事であろう。

7．おわりに

現在、欧米・東アジアで Satoumi 概念の賛同者は
増加している 1�）。しかし、実際に自然の中で生物を
含む自然とうまく付き合おうとすれば、自然科学の
知識だけでなく、生産された魚介類をどう消費者ま
で届ければよいかという経済学、集団としての人々
が自然とどう関わるのかという社会科学、自然に対
して行ってはならないことに関する規範を決める際
に鍵となる神の概念をどう考えるかという人文科学
など、様々な学問が必要となる。それらの学問を総
合した学際的研究としての里海研究が必要とされる
が、それは今始まったばかりである。
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