


日本海洋工学会の概震

海洋の自然を解き明かし、その本質を損なわないように利用、開発してゆく

開発工学が対象とする範ちゅうは極めて学際的で広範なものであります。従來

は、既存の工学諸分野がそれぞれの専門分野の海洋工学について学問や技術の

進歩を図り、多大の成果を上げてまいりました。

しかし、今後、海洋の調査研究や海洋の利川、開発をさらに実質化し拡大し

てゆくには、より深く未知なる環境に踏み込み、より高く、新しい目標に挑戦

してゆくことが必要であり、このためには広範な既存工学分野の有機的な協力、

既存工学分野間にある境界領域の発展、関係の深い先端技術を取り込むことに

よる海洋工学の高度化が是非とも必要となります。

そこで、海洋工学と関係の深い７つの学協会が協力して、上記の日的に沿っ

た活動をするために「海洋工学連絡会」を１９８８年（昭和６３ｲ|ﾐ）に設立致

しました。以来、海洋工学連絡会では、情報交換、学際的課題の発掘、共同研

究をめざして、それぞれの学協会の活動を紹介する３回の活動報告会、続いて

第１回から第１９１１１までの海洋工学パネルを開催してまいりました。

そして、平成１１年４月１ｐより名称を日本海洋工学会と変更し、学協会を

会員とする連合休学会としての体制を明確にし、それまで以上に海洋工学分野

での情報交換、学際的課題の発掘、共Iil研究の実現につとめ、第２０[且Ｉから第

３２回までの海洋工学パネルを開催してまいりました。また、日本の海洋工学

に関係の深い学協会に参加を呼びかけ、さらに充実した構成にしたいと考えて

います。皆様方の積極的なご支援をお願いします。
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第３３回海洋工学パネル

パネルテーマ：わが国沿岸域の現状と将来展望

キーワード：沿岸域の統合管理

【コンセプト】

沿岸域は海洋の中でも人間が最も高度に利用している場所であると同時に、近海域を含め

た環境を左右するきわめて重要な空間でもある。特にわが国では、人1-1の約半分が沿岸域

に居住し、社会経済活動の基盤ともなっており、この沿岸域を''賢く''利用・管理していく

ことは海洋工学の重要な課題の一つである。わが国においても国-上交通省の「２１世紀の国

土のグランドデザイン」における総合的管理の要請にはじまり、関連法の改正、ドＭＺ会議

やフォーラムの設瞬など沿岸域に関連する様々な動きが見られるものの、最近発表された

「海の健康診断（海洋政策研究財団)」によれば、わが国の沿岸域内の閉鎖性海域の多くは

要注意の状態にあるとされている。さらに近年大型化が目立つ津波や高潮によって沿岸域

に大きな被害が相次いだことから､沿岸域における防災の重要性も再認識され始めている。

以上のような状況をふまえ、今I1Llのパネルでは現在のわが匡|の沿岸域に関わる諸問題につ

いて、法。行政体制、防災、生態系、環境保全、利用などの各界の有識者から現状・実態

の知見を紹介して頂き、未来のわが｢Ｆ１沿岸域の統合的な利用・管理の望ましい姿を幅広く

議論する。

１．わが国の沿岸域管理の現状と課題

寺島鉱士海洋政策研究財団常務理事

近年顕著になった沿岸域の環境悪化と生物資源の減少に対処するため、沿岸域を海陸一

体となった自然の系として括り、この沿岸域圏を地方自治体が中心になって統合的に管理

する「統合沿岸域管理」の必要性が叫ばれている。しかしぃ個別実定法による管理の積み

重ねからなる現在の法制度で沿岸域の統合的管理を行なうのは自ずから限界がある。当面

は、個別施策の実施主体が協働して沿岸域管理に取り組み、また、関係者間で情報を共有

するとともに市民にも情報提供する等により総合的な沿岸域管理の実施に努めるとしても

将来的には沿岸域を統合的に管理する新たな管理法制度の制定を行ない、これに基づいて

沿岸域管理を行なうことが望ましい。統合沿岸域管理の推進は、２１世紀の重要な課題であ

る。

２。新しい国土計画と海洋。沿岸域

川上泰司国土交通省国土計画局海洋計画室企画専門官

高度経済成長期から今日にかけて、正業の地方展Ｉ)１１、地域間の所得格差の拡大阻止など

一定の成果をおさめてきた全国総合開発計画が国土形成計画に衣替えした。新しい国土計

画の検討は２００７年''１頃策定にl1fUけて本格化するが、|王1上交通省では１０～１５年後の海洋・

沿岸域を含む国土ビジョンについての国民各層のご意見やご提案を頂きたいと考えており

そのきっかけとして、近年の海洋・沿岸域に関連する課題や国土計画における位置づけ、

今後の検討予定等について紹介する。
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３.沿岸域管理におけるユニバーサルデザインの重要性

近藤健雄日本大学理工学部海洋建築工学科教授

わが国の沿岸域管理は米国のそれとはことなり法制度化されていないが、基本的には海

岸法に準拠しており、防護．環境．利用により総合的管理の理念及び制度が確立している

と思われる。実際昨年度各都道府県で策定された海岸沿岸域基本計画には３つの視点で

総合的管理のあり方がまとめられている。しかし、米国に比べて市民参加の観点では制度

的に遅れていると思われる｡ましてや、沿岸域のユニバーサルデザイン（ＵＤ）において

おやである。特に超高齢化社会を迎えるF1本では高次生活圏への活動を|弧保するＵＤイン

フラが未整備である。しかし、パリアフリーと異なりその定義及び数Iii(ill標が不明確とい

う問題が残されている。そこで、アメリカのロン。メースが提唱したＵＤの考え方や理念

について概説し、併せてＵＤの沿岸域での取り組み方について具体例を通して紹介する。

午前の部討論

海洋工学関連会議報告

４．沿岸域の環境。海象情報の新展開

小田巻実海上保安庁海洋情報部環境調査課長

昨夏から始まった黒潮の大蛇行は、本年９月に終息した。この大蛇行は、ほぼ１０年ぶり

であったが、この間、伽|）Ｉ流情報は質。鍵ともに大きく進化した。かつては、船舶観測デ

ータしかなかったが、今では、衛星海UIii水温や漂流ブイはもちろん、衛星海面高度計まで

が実利用されている。外洋域では、深さ2000ｍまでの水ｉＭＭＸ分プロファイルを観測する

ARGOフロートが展開され、１０日ごとに３０００個のデータが|止界中から収集されるようにな

っている。沿岸域では､海洋短波レーダーによる海潮流情報が数時間毎に収集されている。

内湾域でもモニタリング・ポストで水温・塩分。流れ等の常時監視が試みられている。梅

上螂保安庁海洋情報部は、航海に不iiJ欠な海洋情報をサービスするのが使命であるが、調査

して報告する地誌的な情報から、ようやく気象情報並みにリアルタイムに海象情報の収集

提供が行えるようになってきた。このように身近になったリアルタイム海象情報の現状と

ともにそこから何をどのように読み取るのか、実例を交えて紹介したい。

５．沿岸・河口域における稚魚の生態と環境」

田中寛京都大学フィールド科学教育研究センター長

沿岸性魚類の多くは、ふ化後１～２ヶ月のプランクトン幼生期を経た後、稚魚への"変態”

とともに桟海域に集まり、砂浜海岸域・岩礁域。河口域などの陸域と海域の境界近くを"成

育場''として利用する。このように沖で生まれた浮遊幼生（仔魚）が稚魚への移行（変態）

とともに浅海の成育場へ移1libする過程は"接岸回遊"と呼ばれ、（llil体群動態（化き残りや資

源変動）にも深く関わる。マダイ・スズキ゜ヒラメなどの沿岸躯要魚類を例に、岸近くの

浅海域が稚魚の成育場としてどのような役割を果たしているかについて概要を紹介する。

６。新しい沿岸域利用のための海洋療法施設一海水と海藻利用の見直し－

堀田健治日本大学理工学部海洋建築工学科教授

海洋療法は病気治疲。予防、･健康墹進の方法として主に地にii海沿岸部で発達し、その歴

史も古い。温暖な気候や海水に含まれている成分を治療に取り入れ、病気を治す方法で、

いわゆる自然治療療法である。日本ではタラソテラピーとして、１９９０年代ごろより、ヨー
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ロッパから導入され、深層水の利用とも相まって、現在では日本でも多くの施設が建設さ

れている。本発表では、日本における海洋療法の中身と施設の導入の背景、およびその効

果に関する一連の研究について紹介し、あわせて施設導入の問題点について触れる。

７．米国ハリケーン「カトリーナ」の災害と沿岸防災のあり方

河田惠昭京都大学防災研究所所長

２００５年８月末に起こったハリケーン「カトリーナ」災害は、米国のハリケーン災害史

上、極めて特異な災害であった。それは、この災害における人的被害が経年的に減少し、

１０人単位にまで押さえ込むことに成功した中で、突然１２００人を越える犠牲者が出たこと

と、単独の災害として、世界最大の２０００億ドルという物的被害が生じたことである、と

くに、被害が集中したニューオーリンズでは運河や湖岸に沿って建設された堤防が、高

潮の水位上昇に伴って、軟弱地盤上に建設されたコンクリート壁の横移動や越流によるコ

ンクリート壁脚部の洗掘で簡単に破堤した。計画高潮の設定が低すぎたことや初災前後の

ルイジアナ州災害対策本部と連邦危機管理庁やニューオーリンズ市当局との連携に問題が

あったこと，および低所得者層の集中地域をまず襲ったことなど、多くの被害拡大要因が

あった。それでは、わが国の高潮対･策は万全であろうか。それを検証する機会をこの災害

1ま与えてくれた。

午後の部討論

勾
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会 挨拶|[↓．
Ｅ■Ｆ」

日本海洋工学会

会長山崎哲生

おはようございます。今日はお忙しいところお集まり頂きましてありがとうござい

ます。今、ご紹介がありましたように「わが国沿岸域の現状と将来展望」と題した海

洋工学パネルを開催させて頂きます。

現在、日本海洋工学会は９つの学協会が連合してそれぞれの単独ではカバーできな

い部分を一緒に考えていこうということで活動しております。その巾で一番新しいメ

ンバーが日本沿岸域学会です。加入して頂いてから少し時間は経ちましたが、日本沿

岸域学会さんが主に活動している沿岸域の問題について他のメンバーがよく知りたい、

聞いてみたいということがスタートになって今回のパネルを企画させて頂きました。

ただそれだけではなくて、一番目新しいところでは、アメリカでハリケーン「カト

リーナ」の災害がありました。沿岸域は考えてみると海洋の入り口であり、最も人間

が濃密に海に関わっている場所だと思います。それについてある意味で言えば、津波

も含めてそれほど深く突っ込んだ取り組みを日本海洋工学会としては今まで行ってこ

なかったのではないかという反省もあります。そのような議論を経てこの課題を今１両Ｉ

採り上げました。

我々人間が海洋と関わるときにその入り口となる場所だと思いますので、本日改め

て講師の皆様の講演をお開きしながら、その入り口からどう海洋に関わっていくかを

考え直す場にしたいと考えております。参加者の皆様にはディスカッションの時間に

は積極的にご意見を出して頂き、積極的に関わって頂ければと思います。

いつもより盛りだくさんの内容で講演が－つ多いので、従来より長い時間お付き合

い頂くこととなりますが、よろしくお願いして私のご挨拶とさせて頂きます。
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わが国の沿岸域管理の現状と課題

海洋政策研究財・団常務理事

寺島紘士

１２０世紀後半の沿岸域管理の問題と対応

わが国では、１９６０年代からの高度成長期に急速な沿岸域の開発と人口の沿岸

都市部への集中が進み、生物に豊かな生息環境を提供するとともに有機物の分

解、生物生産、除去などの物質循環に貢献してきた沿岸域の環境が劣化した。

産業や生活から生じる有機物、有害物質などが排水、排気ガス、廃棄物など

通じて沿岸域、特に閉鎖性海域の環境に大きな負荷を与え、水質悪化、漁業被

害をもたらした。水俣病やイタイイタイ病などの公害病の発生、閉鎖性海域の

富栄養化の進行、赤潮･青潮被害の発生などである。

また、浅海部の埋め立てや護岸の建設により生息地の破壊、市民が親しむ浜

辺や干潟、磯の減少などが進行した。

さらに、人口と経済活動の集中により、沿岸域では、漁業や水運などの伝統

的な利用に加えて、各種工場･石油コンビナート、都市施設、廃棄物処分場など

の空|川利用及び市民の憩い・リクレーションｗ観光、マリンスポーツなどの利用

が盛んになり、これら各祁の沿岸域利用林l互問の競合も激しくなってきた。

同様な現象は、地球人口の急速な増加および経済発展とグローバル化によっ

て２０世紀後半に世界各地で進行した。このような変化とそこから生じる環境及

び利用相互間の調整の問題に対欧するため、新しい方法論による問題解決の取

り組.みが必要となったのである。

わが国の場合、このような現象の発生とその対･策が周辺諸国に先駆けて進行

したことに特徴があり、同時にそれに伴う問題が生じている。

わが国では、このような沿岸海域の環境悪化は１９６０年代に顕在化し、これら

に対処するため、１９７０年代に入ると水質汚濁防止法（1970年）や瀬戸内海環

境保全臨時措置法（1973年)、同特別措置法（1978年）が制定され、それらの

取り組みはそれなりの成果を挙げてきた。わが国の沿岸域の環境問題は、１９９０

年代には小康状態を迎えたかに見えた。しかし、それは、対策の成功による問

題の抜本的解決を意味するものではなかった。むしろ、わが国企業の海外進出．

国際分業の進展、さらにはバブル崩壊後の長引く経済の停滞などの外的要因に

よって問題の深刻化が避けられたことなどのよるものであった。

２１１kt紀に入っても。諌早湾の埋め立て、有明海ののりの色落ちなどが大きな

問題となり、２００２年には、有明海及び八代海を再生するための特別措憧に関す

る法繊、自然再生推進法などが制定されている。
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わが国は、水質悪化や台風Ⅷ高潮などの自然災害への対応のような当面の問題

に対しては水質規制、防災事業の実施など、それぞれに必要な措置を講じ、専

門的技術を駆使して実効性のある取り組みをしてきた。しかし、現在も、表層

の窒素やリンなどの栄養塩の状態ははかばかしく好転せず、有機汚濁による赤

潮、青潮の問題は解決していない。また、内分泌かく乱物質など化学物質への

対策もこれからである。

さらに私たちに沿岸域を一番身近に感じさせる漁業生産については、汚染

物質の流入、生息地の破壊、上流域の荒廃、不十分な資源管川!などにより依然

として厳しい状況にさらされている。

このような状態から私たちが学んだことは、沿岸域が提,供し、私たちがそれ

に大きく依存している沿岸域の機能…働きは多様であるとともにそれらは相互

に密接な関連を有している、したがって、沿岸域の諸問題を解決して沿岸域を

人間社会にとって最も好ましい状態に保つためには、沿岸域管理を、もっと総

合的に、かつ、統合的に行なう必要がある、ということである。

具体的には、閉鎖性の強い内湾の管理は、単に水質の規制だけでなく、生態

系の保全や物質循環の確保などに着目した、より総合的なアプローチが必要で

あり、そのためには縦割りの各分野の協調〆協力が必要であること、沿岸域の管

理は海域だけでなく海域の環境に影響を与える陸域の管理と統合的に行なう必

要があること、沿岸域の管理には、それに影響を与え、また、それから影響を

受ける多様な関係者（stakeholders)、とくに住民の参′ljI1が必要であることなど

が指摘されている。

国際的に見ると、わが国と同時期に米国、欧州など先進国で、先ず、沿岸域

の環境悪化の問題が顕在化した。その後、かってわが国や他の先進国で起こっ

たと同様の状況がかなりの時間差をおいて世界各地で起こり、さらに現在も深

刻な状況が進行している。近年、沿岸域の統合管理が海洋問題の重要課題とし

て国際的に議論されているはこのためである。

２統合沿岸域管理概念の発展

２０世紀の後半に入ると、沿岸域で起こった急激な変化とそこから生じる問題

に対してして様々な研究や取組みが行なわれた。その結果、沿岸の陸域と海域

を一体として捉え、その開発利用と環境保護を統合的に管f'１Iする必要があると

いう考え方が次第に支持されるようになってきた。このような考え方、即ち、

沿岸域の管理を、沿岸域の漁業、交通、埋め立てなどのIlilI別[Ｉ的ごとではなく

統合的に行われなければならないという考え方が最初に地域計iJI1iに明確な形で

採り上げられたのは、１９６５年のサン゜フランシスコ湾･保全開発委員会の統合沿

岸域管理プログラムであるといわれている。アメリカでは、早くも１９７２年に沿
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岸域管理法'が制定された。

統合沿岸域管理が国際的な計画で取り上げられたのは１９９２年の地球サミッ

トである。そこで採択された行動計画アジェンダ212は、第１７章で海洋、沿岸

域の問題について７つのプログラム分野を取り上げているが､そのトップに｢沿

岸域及び排他的経済水域を含む海域の統合的管理及び持続可能な開発3」がある。

それは、「沿岸国は、自国の管轄下にある沿岸域及び海洋環境の総合管理と持

続可能な開発を自らの義務4」とすることを目標に掲げ、そのために「利用の適

合性とバランスを促進するため、全ての関与部門を含む統合された政策および

意思決定プロセスを定めること5」などが必要であるとしている。また、管理に

関する行動として、「各沿岸国は、地方レベルと全国レベルの双方で、沿岸域・

海域とその資源の総合管理と持続可能な開発のための適切な調整機構（ハイレ

ベルの政策立案機関など）設立し、強化することを考えるべきである。このよ

うな機構は、適宜、学界や民間部門、ＮＧＯ、地方公共団体、資源利用グループ

及び先住腿との協議を含むべきである。６」と述べている。

そして、国の調整機構の対象業務として、陸地及び水の使用並びに立地政策

の準`備と実施／統合沿岸･海洋管理及び持続可能な開発計画及びプログラムの

実施／浸食の進む地帯を含む危機的な地域、物理的プロセス開発パターン、

利用者の対立及び管理のための優先的事項など重要な分野を明らかにする海岸

プロフィールの作成／住まい、飲料水、及び下水｡廃棄物｡産業排水の処理.処分

などに力を入れた沿岸域の人間定住地の改善／改変された重要な生息地の保全

と再生／沿岸域に影響を及ぼす定住地、農業、観光、漁業、港湾及び産業の持

続可能な開発に関する部門別計画の統合、など１４項目をあげている7゜これら

はいずれも旧来の縦割りの組織の対応だけではできないものである。

地球サミットから１０年後の２００２年に南アフリカのヨハネスブルグで開かれ

た持続可能な開発に関する世界サミット（ＷＳＳＤ）の実施計画8も、このアジェ

ンダ２１第１７章の実施促進を掲げ、沿岸域については、特に、生産性と生物多

様性の維持、統合沿岸域管理の促進、並びに陸上起因汚染からの海洋環境保護

（2002-2006年については都市排水、生息地の物理的改変`破壊及び富栄養化

対策に重点）に取り組むように求めている。

また、東アジアでは、海洋について東アジア１２カ国が参加して東アジア海域

環境管理パートナーシップ（PEMSEA9）のプログラムが実施されている。そ

の活動の柱の一つとしてIOMの取組みが中国のXiamen,フィリピンのバタンガ

スなど、各国で熱心に行なわれている。特に、Ｘｉａｍｅｎの取組みとその成功は内

外で高く評価され、そこで行なわれて成功した海域機能区域の手法は、２００２年

に制定された中国海域使用管理法の海域機能区域制度に取り入れられている。

２００３年１２月ＰＥｌＭＳＥＡ等が主催する東アジア海洋会議がＷＳＳＤの地域的な
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実施等を議論するため、マレーシアの首都プトラジャヤで開催され、『東アジア

の海域の持続可能な開発戦略SDS-SEA1o』を採択した。統合沿岸域管理は、こ

の『戦略』においても重要事項の一つとして取り上げられている。

統合沿岸域管理の概念と枠組みは、３０年以上の間、沿岸にかかわる様々な問

題を持つ世界の多様な沿岸域で、それぞれの地域の自然的、社会的状況に応じ

て工夫されつつ試みられてきた。ＰＥＭSEAのデモンストレーション.サイトの

イニシアチブは、統合沿岸域管理の概念を実施段階に押し上げ、それが有効な

モデルであることを立証したと評価されている。

3．沿岸域圏総合管理計画策定のための指針

これまでわが国の沿岸域管理は、個別の目的ごとに異なる法制によって相互

に無関係に行なわれてきた。既存のこれらの法制度は、管理主体、対象、手法

がバラバラであり、しかも、沿岸域を海陸一体となった独121の|と1然的、社会的

環境を持つ区域として総合的に捉えてその管理について定めているものではな

い。

わが国では、第４次全１Ｊ:|総合開発計画（1987年）が「地方公共団体が主体と

なり、沿岸域の総合的な利用計liliiを策定する。国は計iilii策定のための指針を明

らかにするほか、計画の実現に向けて地方公共団体を支援する」とした。これ

が、国の計画で沿岸域の総合的な計画が具体的に言及された始まりである。

１９９８年に閣議決定された第５次の全国総合開発計画である『2111t紀の国士の

グランドデザイン』（以下『グランドデザイン」という）は、国の計画として沿

岸域の管理について初めて本格的に取り上げた。即ち、海洋･沿岸域について、

「地球環境への意識の高まりと|玉|連海洋法条約上のわが'百ｋ|の権利と責務を踏ま

え、海洋･沿岸域を人類共有の財.産として、また望ましい姿で子孫に引き継ぐべ

き貴重な国土空間として認識し、適切に保全するとともに多面的に利用してい

くことが基本である｡」と述べ、「沿岸域圏を自然の系として適切に捉え、地方

公共団体が主体となり、沿岸域圏の総合的な管理計画を策定し、各種事業、施

策、利用等を総合的、計iWi的に推進する『沿岸域圏管理』に取り組む。そのた

め、国は、計画策定指針を明らかにし、国の諸事業の活Ｈ１、民間や非営利組織

等の活力の誘導等により地方公共団体を支援する｡」とし、総合的な沿岸域管理

に取り組む姿勢を明確に打ち出した。

これを受けて２０００年には『沿岸域圏総合管理計画策定のための指針』（以下

『指針』という）が定められ、関･係地方公共団体を中心に多様な利害関係者が

参加して沿岸域圏の管理を進めるためのガイドラインが定められた。

指針では、沿岸域圏の設定について、「自然の系として、地形、水、土砂等に

関し相互に影響を及ぼす範囲を適切に捉え、一体的に管理すべき範囲として、
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地域の特性（行政界、社会経済活動による利用実態等）を配慮しつつ」行うも

のとし、海岸線方向については全国を４８に区分した設定図を提示し、陸域.海

域方向については地方公共団体が地域特性、計画事項を勘案して設定するとし

ている。

さらに、沿岸域圏の総合的かつ計画的な管理を、沿岸域圏総合管理計画を策

定して行うものとし、同計画は、５０年程度先の将来を見据え、おおむね１０年

程度の期間ごとに見直すものとしている。同計画の策定･推進のため、関係地方

公共団体（沿岸域圏内の都道府県及び政令指定都市等）を中心に沿岸域圏に

かかわる行政機関、企業、地域住民、ＮＰＯなど多様な関係者の代表者を構成員

とする沿岸域圏総合管理協議会を設置し、同協議会は、計画を策定し、その実

施状況を点検.調査するほか、情報公開窓口を置いて･住民等への情報提供を行う

こととしている。

なお、全国総合開発計画の根拠法である国士総合開発法は、開発志向から成

熟型への社会の変化に適切に対応するために２００５年７月改正され、人口、産業

その他の社会経済構造の変化への的確な対応、地域の特性に応じて自立的発展

する地域社会、地球環境の保全にも寄与する豊かな環境の基盤となる国士の形

成、さらに地方公共団体の、主的な取組みを尊重しつつ|玉lが本来果たすべき役

割を全うすること等を国士形成計画の基本理念とする国士形成i二汁画法となった。

新たな国土形成計画の全同計画は、２００７年中ごろまでに策定される予定であ

り、この''１で統合沿岸域管理が内外に情勢を踏まえてどのように取り上げられ

ていくか注目したい。また、国士形成計画の計画事項に「EEZ･大陸棚に関する

事項を含む海域の利用と保全」が新たに加えられて海域が国土計画上明確に位

置づけられたことは、海洋･沿岸域の総合管理に向けた大きな一里塚であり、今

後の取組みに弾みをつけるものである。

4．わが国の統合沿岸域管理の取組みの現状と問題点

この指針が提唱している沿岸域管理は、国際的に取り上げられ、各国で盛ん

に取組みが行われている統合沿岸域管理ICZM（又は統合沿岸管理IOM）とし

て立派に通用するものであり、わが国で初めて本格的な統合沿岸域管理制度を

提示したということはもっと評価されるべきである。

しかし、残念ながら、現在までのところ、現実の沿岸域の管理をリードする

役割を十分に果たしているとは言えない。沿岸域の管理に関する個別法を調整

する明確な法的な裏づけを持たない指針に基づいて沿岸域の管理施策を推進す

るのは、容易ではない。当面は、沿岸域管理にかかわる官民の関係者が協議会

に参画して沿岸域圏の管理計画を策定･共有し、そのもとで沿岸域管理に協調・

協力して取り組むところからスタートせざるを得ないとしても、将来的にはき
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ちんとした総合的な沿岸域管理の法的枠組みを設けてこれに取り組む必要があ

る。

現状は、わが国は依然として個別法制度のバラバラな適用に依拠して沿岸域

管理を行っているため、先般の有明海の問題の時のように問題が発生してか

ら事後的にその対応に追われることになる。

また、沿岸域の総合的な管理を行なう主体ないし社会システムの問題も重要

である。今や統合沿岸域管理は、世界中で取り組みが行われているが、沿岸社

会の歴史･文化等を背景にした沿岸域の利用形態、また、沿岸社会の社会システ

ムそのものが国や地域によってかなり異なる。したがって、その具体的やり方

は、それらを踏まえたものである必要があり、画一的に決めることは必ずしも

適当ではない。

この点についてわが園の『グランドデザイン』及び「指針』は、沿岸域住民

の生活と密接なかかわりを持つ沿岸域の総合的な管理には地方公共団体が主体

となって取り組むとしている。このことは､それぞれの沿岸域が独自の自然的、

社会的環境を持つこと及び地方分権という時代の要請の観点から見て、正しい

方向を示していると考える。しかし、地方公共団体が主体となって行うとする

ためには、同時にそれが円滑に行なわれるようにする仕組みの整備が必要であ

る。たとえば、国と地方公共団体との間でどこまでが地方公共団体の事務であ

り、責任であるのかについて、権限、財源の問題を含めて制度上きちんと整理

して位置づける必要がある。

また、このような取り組みは単に行政がその方向を変えればすむ問題ではな

い。沿岸域に影響を与え、また、沿岸域から影響を受ける住民をはじめとする

地域の関係者が沿岸域の統合管理の必要性を理解し、それを支持し、自ら参加

することが必要である。

なお、わが間には、沿岸域の管理に関する法制度として海岸法がある。この

法律は、１９５６年当時、焦眉の急であった国土保全･防災機能の向上を目的とし

て制定されたものであるが、１９９９年に法改正をして、目的に「海岸環境の整備

と保全」と「公衆の海岸の適正な利用」が追加された。

しかし、英語では同じくCoastという言葉でも、わが国において「海岸」とい

う言葉のさす範囲は「沿岸域」と比較すると非常に狭い。改正後の海岸法でも

管理行為の中心となる海岸保全区域は依然として海陸両側５０ｍという狭い範囲

に止まっているなど、総合沿岸域管理という観点から見ると対象範囲が極めて

狭く､海洋汚染の８割が陸域起因と指摘されていることなどを考え合わせると、

沿岸域の環境保護･再生及び競合する利用の調整など沿岸域管理に期待されて

いる役割を担うためには依然として不十分といわざるを得ない。
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5．望ましい統合沿岸域管理制度

以上の経過と議論を参考にして、わが国とって望ましい統合沿岸域制度の形

成に重要と思われるいくつかのポイントを述べてみる。

①国際的な沿岸域管理の枠組みの共有

国連海洋法条約は、陸域起因の汚染対策を含めて海洋環境の保護･保全につ

いてこれを各国の義務としており、また、持続可能な開発を推進するアジェ

ンダ２１やＷＳＳＤ実施計画は、統合沿岸域管理の実施を重要課題として取り

上げている。わが国はこのような国際的枠組みとその基本的な考え方を世界

の国々と共有し、それらをわが国の自然的、社会的環境の中でどのように具

体的に実現していくかという視点を持つべきである。

②沿岸域管理法の制定

沿岸域に関する個別目的の法律は多数あり、また、それらの管理主体、管理

区域は様々に分かれている。したがって、沿岸の陸域と海域の一体性という

沿岸域の特質を踏まえて、沿岸域の一体的･持続的な開発利用･保全並びに既

存の海岸及び沿岸域に関する個別法制の総合調整を行なうために、沿岸域管

理の理念と手続きを定めた総合的な沿岸域管理の法制度が必要である。

③地方公共団体を中心とした沿岸域管理の取り組み

環境保護の問題を含む沿岸域の総合的管理は、それを生活の場として日常身

近に見ている地方公共団体が自らのこととして行うのが最適である。関係地

方公共団体が自らの事務として、関係者と協議してその開発、利用及び保全

について総合管理計画を策定して、これを実施する体制を確立すべきである。

なお、国は、理念、指針を提示し、技術的、資金的支援を行うことにより総

合的な沿岸域の管理を促進する。

④沿岸域圏の適切な設定

指針は、全国を海岸線方向を基準に４８の沿岸域圏に区分しているが、細長

い日本列島の脊梁山脈から注ぐ大小多くの河川が作り出す自然の系とこれ

に拠る地域の社会経済活動の範囲を沿岸域圏とすれば、それはこれよりもっ

と狭い場合が多い。沿岸域圏の設定は、流域圏などを含む沿岸域の自然の系

や社会経済活動範囲などの地域特性を基準にして、必要に応じてさらに細分

化するなど、実態に応じて弾力的に設定ができるようにする必要がある。

⑤沿岸域管理への積極的な住民参加の実現

沿岸域の環境が陸域の人間の活動から大きな影響を受けていることが明ら

かになって、沿岸域の問題が行政と特定の利害関係者だけの問題でなく、地

域住民を含む広汎な関係者全体の問題として認識され、今や地域住民の積極

的な参力Ⅱが統合的な沿岸域管理の不可欠な要素となっている。住民意思をど

のように統合的、計画的に沿岸域管理に盛り込めるかが重要なポイントであ
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る。また、そのためには地域の住民に沿岸域の管理に関する情報が事前に十

分提供されることが必要であり、情報の公開、適切な提供の仕組みを同時に

確立する必要がある。

⑥閉鎖性の強い海域の統合的な管理

三大湾、瀬戸内海などは、広域で関係する都道府県｡政令指定都市が多く、

かつその沿岸陸域は利用密度が高い。また、これらの海域は、閉鎖性が強く

相互に影響を受けやすい環境条件下にある。したがって、これらの開発、利

用、保全を一体的に捉えて総合的な管理を行うためには、広域にわたる統合

的な管理システムを構築する必要がある。国がイニシアチブを取って、関係

する地方公共団体が一体となって取り組む体制整備を推進するべきである。

６２１世紀の海洋政策への提言

最後に、最近海洋政策研究財団が取りまとめた総合的な海洋政策提言につい

てふれておきたい。

海洋政策研究財団は、海洋に関する各分野の有識者の２年余に及ぶ議論を経

て、海洋政策大綱の策定などを柱とした「海洋と日本：２１世紀の海洋政策への

提言」を取りまとめ、２００５年１１月に「１本財団とともに安倍官房長官に提出

した。

これは、２００２年に日本財団が行なった「海洋と日本２１世紀におけるわが国

の海洋政策に関する提言」以降の内外情勢、政策研究の進展を踏まえて、海洋

の総合的な管理と持続可能な開発に関する政策を包括的に提言したものである。

提言は、海洋政策の全体』像を示す「海洋政策大綱」の策定、総合的な海洋政

策推進の要となる「海洋基本法」の制定、総合的海洋政策を担当する「海洋担

当大臣」の任命等行政機構の整,備の重要性を強調し、さらに海に拡大した「国

士」の管理として、EEZo大陸棚の管理の枠組み構築、海洋安全保障の確立、海

洋環境の保護･保全｡再生の推進、海洋資源の開発推進、統合沿岸域管理システ

ムの構築、海洋情報の整備、研究･教育とアウトリーチの推進についてそれぞれ

具体的施策を提言している。

この中で、提言は、統合沿岸域管理システムの構築に向けた取組み強化とし

て、地方主体の沿岸域圏管理システムの構築、市民参加システムの構築、流域

圏管理との連携強化および三大湾や瀬戸内海などの特定閉鎖性海域における総

合的な管理体制の整備について提言している.詳しくは、http://www・ｓｏｆｏｒ・ｊｐ

で提言本文を参照していただきたい。（了）

’CoastalZoneManagementActl972
沿岸州が連邦政府の支援を受けて行なう国家沿岸管理プログラムを創設

２Ａｇｅｎｄａ２１:ProgrammeofActionfbrSustainableDevelopmentnegotiated
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byGovernmentsattheUnitedNationsConferenceonEnviromnentand

Development(ＵＮＣＥＤ),３－１４Ｊｕｎｅ1992,RiodeJaneiro,Brazil
3Agenda21:１７．１Ａ)IntegratedManagementandSustainable
DevelopmentofOoastalandMarineAreas,includmgExclusiveEconomic
Zones

４Ａｇｅｎｄａ２１：１７．５
５同上17.5(a）

６同上１７．６

７同上１７．６

８p1anofImplementationoftheWorldＳｕｍｍｉｔｏｎＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＤｅｖｅｌｏＰｍｅｎｔ

９PartnershipinEnvironmentalManagementfbrtheSeasofElastAsia

'oSustainableDevelopmentStrategｙｆｂｒｔｈｅＳｅａｓｏｆＥａｓｔＡｓｉａ
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新しい国土計画と海洋。沿岸域

川上泰司

国士交通省国士計画局海洋計画室

Ｌ海洋。沿岸域と国土計iilji

lL国土計画制度の改革

１９５０年に国士総合開発法が制定されてか

ら５５年,その間５次にわたる全国総合開発計

画（いわゆる「全総｣）が策定されてきました

が，２００５年７月，本法は抜本的な改正が行わ

れ「国土形成計画法」となりました．人口減

少時代を目前にひかえ，開発を基調とした蓮

的拡大から，地方分権や国内外の連携に的確

に対応しつつ国土の質的向_'二を図り，国民生

活の安全・安心・安定の実現を目指す成熟社

会にふさわしいビジョンを提示することを目

指すものです．

国士形成計画法では，法律上の計画事項と

して，時代の変化に対応して新たに海域の利

用及び保全に関する事項が加えられました．

これは，２００２年のヨハネスブルグサミットで

採択されたＷＳＳＤ実施計画（持続可能な開

発に関する世界首脳会議実施計画)等を受け，

今後の阿士政策として海洋。沿岸域に関する

取り組みの重要性が一層高まっていくことが

想定されたためです．

」総合的な国土の形成を図るための国土舞台1M発法等の一部を改正する等の法律(国土形成計画法）
轍平成17年７月翠日9Ａ

iii:iiiiiiii1;iiiiiiiiiiii:i:i:iiiiiii麓ｉｌ:iiiiiii::::!:iiiii鷲欝鷲鷲騨灘i蕊iiiiii1li:iiiii蝋鰯鷲!::::，::!：
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国氏に分かり』やすいロェ11画12尻珂歴する．

図１国土計画制度の改革のポイント
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Ｌ２これまでの国土計画と海洋。沿岸域

そもそも海洋。沿岸域が|封土空間として認

識されたのは,１９７７年に策定された｢三全総」

において，「沿岸域の保全と開発」「海洋開発」

といった課題が記述されたことに始まります

かつては公海F1由の原則の下，沿岸国の領海

醗爵鰯一鋼,

鯵舞’

熱
雰

遜蕊翻搦

|蕊iiiA魁‘猿瀧麹小護蝋談黛膿」鰯l鱒

図２沿岸域圏の総合的答埋のための区分設定図
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（例：沿岸から３海里以内．１海里＝1852メ

ートル)以遠の公海では日本漁船を含め各国

の漁船が自由に操業を行っていましたが，

1970年代以降，沿岸から２００海里以内を漁業

専管水域と定めて外｢Ｆ１漁船の活動を規制する

動きが世界中に広まり,我が国も1977年に実

施したことが，その背景にあったと考えられ

ます．この計画では，高度成長から安定成長

への移行の中で開発圧力の強まる沿岸陸海域

（沿岸域）の保全と利用の適切な調整の必要

'性が述べられています．また，２００海里時代

を迎えて水産，鉱物資源などの保全，利用，

開発の必要性が述べられています．

図３沿岸城閣のイメージ

海洋・沿岸域の多面的な利用と保全等を両立させていくために沿岸域を広くとらえ，その総合的

な利用又は管理のための計illliの策定の必要性が位置づけられたのは，１９８７年に策定された「四全総」

からであり，地方公共団体が主体となること，国は計画策定指針を明らかにし，地方公共団体等を支

援すること等が計luiiに記載されました．これを受け１９９０年に「試行的指針」が作成され，大村湾海域

利用構想や錦江湾ウォーターフロント整備基本構想などが各地方公共団体においてまとめられていま

す．また，「五全総（閲士のグランドデザイン)」の策定（1998年）後の２０００年には，関係１７省庁に

よって「沿岸域圏総合管理計画策定のための指針」が策定され，現在推進されています．ここでは，

海岸線方向について全国４８区分ごと（図２参照）に計画の策定。推進を図ることとされています．

１９９６年に国連海洋法条約を批准したことを受けて，「五全総」においては「国際海洋秩序の確立」

といった記述もみられます．これが[Iil境離島の国直轄による管理のための海岸法の改正(1999年)や，

水産資源の保存管理を掲げる水産基本法が２００１年に制定されるなどの動きにつながっていったとみ

なすことができると思われます．

２持続可能な海洋・沿岸域を目指して

2.1．沿岸域の課題への取り組み

２ＬＬ新たな課題

近年，沿岸域においては，従来から課題となっている水質や底質の汚染問題だけでなく，失われた

自然海岸や干潟の回復，漂流・漂着ゴミや放置艇あるいは放置座礁船への対処，総合的な土砂管理と

いった課題が大きくなってきています．さらに，高iilllの頻発化や地震に伴う津波の発生及び地球温暖

化等に伴う海面上昇といった防災・安全上の問題，東アジアとの物流の飛Wil的増大に伴う海上交通の

増大，レジャー利、と漁業利川間のトラブル発生など，数え切れないほどの課題が地域それぞれに顕

在化しています≦また，これらは環境・利用・防災という３つの要素がそれぞれに関係しあう中で生

じているという特徴があります．

これらの課題については卍個別の努力がなされてきていますが，さらに以下のような取り組みを推

進していくべきではないかと考えています．

①地球温暖化に伴う海面上昇等に対しては，土地利用を通じた減災といった考え方の適用

②環境の保全のために，高度処理の排進など下水道の整,備等による汚濁負荷量の削減。藻場．
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干潟の保全。再生，海岸。海底清掃等の取り組みや規制的手法など様々な手法の適用

③藻場。干潟の維持管理や海岸。海底清掃活動，植樹活動等を通じた海洋環境や生態系の保全，

また，海難救助等，国民の生命財産の保全等に貢献している漁業者が，近年，高齢化。減少に

よる活動の低下が懸念されていることから，その活動の維持・増進

④海洋。沿岸域に関わる人材の育成に取り組むとともに市民の海洋。沿岸域に対する関心を

高めるため，環境教育に積極的なＮＰＯや団体，学校等の支援

⑤沿岸域の環境，利用，防災・安全に関するデータの収集，管理，提供や調査，研究

2.1.2．沿岸域の課題の難しさ

しかし，課題の抜本的な解決が困難な理由は以下の通り整理できるのではないかと考えられます．

①合意形成の難しさ

例えば，廃棄物による埋め立てという住民ニーズと環境･保護団体のニーズの調整，水上バイ

ク利用者と海水浴客や漁業者を含む地元住民間の利用調整など，合意を図る上で困難を伴って

いる事例がみかけられます．

②管理者（責任，権限）が不明確

例えば，海岸，港湾，漁港，航

路等の区域以外の一般海域におけ

る座礁船等の支障物件の処理や，

海砂採取による海底地形の形質変

更に対しては管理者が現状では不

明確であり，包括的な対応がなさ

れていない事例がみかけられます．

③費用負担の問題

.例えば，環境改善や自然再生の

ための事業などは，その負担と受

益の関係が不明確であったり，効

果が現れるまで相当な期間を要す

るなど住民に解りやすい短期的な

行政ニーズではないこと等もあり，

財政確保が非常に困難となってい

ます．

④海外を含めた広域的な連携の必要

性

例えば，海岸に漂着するゴミ等

は，問題に直面する市町村の区域

を越えて，川の上流や海岸沿いの

周辺の市町村、さらに還く海外か！

レジャーと漁業 航路と漁業

例)沖縄県恩納村 例)東京湾

国益上重要な航路の保全と漁業
権､利用権等の既得権益との利
用調整の仕組みが欠如している。

夕Ｙパー.リゾートホテフ`等の

レジャー関係者と漁業者との海
面利用に関するルールづくりが
進行中。

漂流･漂着ゴミ 海岸侵食

例)長崎県対･馬市
対馬など東シナ海に面する離
島では､国内外を起源とする大
量のゴミが漂着している③

例)安倍川と静岡･清水海岸
主に安倍川からの供給土砂によって海津地形が
形成されてきたご考えられる肝岡｡講水海岸は､昭
和40年代に入って優女傾向が現れ始め､これはか
つて56～70年にかけて行われた安倍川の大風土砂
採取による彫露ではないかと考えられる。
なお､近年は土砂採取の制限の効果か､河口部で
堆積傾向に転じている。（磯部による）

;,j鍵
丁？

…Ⅲ亟忽ma-夕戸９．-....…､ＣＤＩ，

(出典)国土計画局作成

図４課題の例

周辺の市町村，さらに遠く海外から流れてくるものも含まれているなど

的な枠組みの中での検討が必要となっています．

国内のみならず国際

2.1.3．沿岸域圏の総合的管理計画に向けて
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レジャーと漁業

例)沖縄県恩納村;肝::虫i針稲
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航路と漁業

例)東京湾

国益上重要な航路の保全と漁業

権､利用権等の既得権益との利
用調整の仕組みが欠如している。

漂流･漂着ゴミ

例)長崎県対･馬市
対馬など東シナ海に面する雛

島では､国内外を起源とする大
量のゴミが漂着している。

海岸侵食

例)安倍川と静岡･清水海岸
主に安倍川からの供給土砂によって海津地形が

形成されてきたご考えられる肝岡｡講水海岸は､昭
和40年代に入って優女傾向が現れ始め､これはか
つて56～70年にかけて行われた安倍川の大皿;土砂
採取による彫露ではないかと考えられる。
なお､近年は土砂採取の刷限の効果か､河口部で

堆積傾向'二転じている。（磯部による）



これら課題を解決するためには，沿岸域圏を自然の系として適切にとらえ，沿岸域圏の総合的な管

理計画を策定し，各種事業，施策，利用等を総合的，計画的に推進する「沿岸域圏管理」に取り組む

ことが重要であり，幅広い各種利害関係者からなる沿岸域圏総合管理協議会を設立し，沿岸域圏総合

管理計画の策定及び推進を図ることが理想です（図５参照)．平成１２年には関係１７省庁が「沿岸域圏

総合管理計画策定のための指針」を策定し，これに基づきケーススタディ等を行ってきましたが，全

国的には進んでいない現実にあります。推進方策として，必要となる制度的枠組み，特に合意形成を

促進するための制度，責任者の明確化，負担と受益の関係等を整理する制度を創設することが有効と

考えています．

また，全ての課題を網羅的にカバーするのではなく，地域にとって重要な課題を核にして，例えば

持続可能な海洋。沿岸域の管理において特に重要な水循環，物質循環，土砂循環のいずれかに着目し

た先導的な取組を支援することや，課題相互の横のつながりづくり等も有効ではないかと考えます．

あるいは，船舶の安全航行，水産，観光開発等の観点から，三大湾や瀬戸内海のように高度な利用

がなされている特定の閉鎖性水域等の重要な地区に絞って先導的に取り組むべきではないかとも考え

ています‘

沿岸域の総合的営まぬ篝歳鎧’

「２１世紀の国土のグランドデザイン｣では､地方公共団体が中'ひとなり、沿岸域を自然の系と
して適切にとらえた管理計画を鑪定することとされている。
また、国は、計画策定指針を明らかにすることとされており、「沿岸域圏総合管理計画策定の
ための指針｣を策定している。

沿岸域圏と｣主

沿岸域のうち．自然の系として、地形、
水、土砂簿に影秘を及ぼす範囲を適
切にとらえ、一体的に管理すべき固填
であって、沿岸塘四総合管理計画に定

められた南城

■
‐
１
－

】

今ｌ筥繭零国号I-T1JT臼…

辮岸域の総合

するに当たっての視点
ア蕊し<安全で生き生きした蕊の沿岸城を艇元･劇適して
子孫に引き継ぐこと。

イ良好な現壌の形成､安全の確保及び多面的な利用の
脳和を図ること。

ウ多様な凹煤者の参画により魅力ある自立的な地域を
形成すること。〃＝

①参加と蓮撹視点
②広域的な視点
③畏期的な視点
④一貫的な視点i二"！－－４僅雰一

|総意_鴬蕊煎画鰯期間
Ⅱ

総合賀潔k計一画の対蕊顛囲
１５０年程度先の将来を見据え、概ね

''0年程度の期間ごとの段階的叶画と
iする。

陸域方向

一一｝
海岸總互向．'自然の系」i璽笠鰻方向

…よ
海域方向

i基本方迩１
｢良好な環境の形成」、「安全の碇

保」、「多面的な利用」等、魅力ある沿
岸域の創造に向けた基本方針を定め
る。

推鼈造方策に閼韓式駒嘉.源一裏竈業及施_策.篝｣烏関.式櫻詞嘉項．

塞獣霧繼馴，
癬而]礪傾訊鳥縢蝋｜
｢沿岸域圏舞台笹理計画策定のための描針（平L成12年２２月）

蝋
！

１４

（出典）国土交通省他「沿岸域圏建合画ﾖ皿計画承定のた

図５沿岸域I蓋Iの総合的管理の考え方

Ｉ
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2.2.海洋国家日本の確立

我が国は，世界有数の漁業生産国であり

水産物消費国ですが，近年，周辺水域の資

源状態の悪化，遠洋漁業における国際規制

の強化等から国内生産壁は減少している上，

世界の水産物需給・貿易の不安定化から，

我が国の周辺水域における資源の保存管理

と持続的利用等の推進が必要となっていま

す．さらに，鉱物資源やエネルギーの需給

が今後長期的には逼迫することが予想され

ており，我が|ﾕﾘの排他的経済水域及び大陸

棚におけるこれらの利活用を含めた適切な

管理をより積極的に図っていく必要があり

ます．したがって，海洋に関しては，２００９

年までに国連に結果を提出することとなっ

ている大陸棚限界の確定のための調査（精

密海底地形調査，地殻＃;造探査，基盤岩採

取）を着実に実施する必要があります（図

６参照)．また，広大な排他的経済水域の根

拠となる国境離島(図７参照)についても，

その管理や利)11を進める必要があります‘

国連海洋法条約では，沿岸国に排他的な

利用の権利を与えていると同時に同海域の

管理を義務として求めております．我が国

図６大陸棚として認められる可能性のある海域

図７沖ノ鳥,島航空写真

としての責任ある行動，たとえば国際的な協調，協力体制の構築などが必要と考えられます．

３国土形成計画の策定に向けて

２００５年１０月に国土形成計画全国計画の検討がスタートを切りました．２００６年の秋頃までに中間と

りまとめ，２００７年中頃までに策定することを当面の目標としています．さらにその１年後の２００８年

には国士形成計画広域地方計画（ブロック計画）も策定することとしています．（図８，９参照）

全国計画は国土審議会計画部会において議論頂いていますが，特に海洋・沿岸域については，計画

部会の下に置かれている持続可能な国土管理専門委員会において専Ｉ１ｌｌ的に議論がなされています．主

要な論点としては，総合的な管理の実効性を高める方策の必要性，その中での土砂管理の重要性など

があげられています．

広域地方計iilliについては，現在ブロック割りについて２００６年１１ｺ頃までを目途に検討中で，その後。

全国計画が策定された後にブロックごとにおかれることになる国の関係地方行政機関や自治体等から

成る広域地方計画協議会が｢''心となって計画内容の検討が行われる予定です．沿岸域管理を行う場合

に想定される行政機関が広域地方計iM1i協議会に参加することになれば，沿岸域の総合管理の推進役と

して期待できるかもしれません.いずれにせよ海洋･沿岸域の計画への具体的な記述内容については，

－’８－



今後の検討に委ねられます．各界，各方面から様々なご意見やご提案を期待しております．

ぜひ「インターネットでつくる国土計画http://www､kokudokeikaku・ｇｑｊｐ/」をご参照ください．

［
１

全国計画の案の,作成に震

する釧査議瀧

|K]-ｔ謙譲会 計ｌｄＩＴ部会

ユ

／ ヨライフスタイル・生活零'１u委員会
多様な価値観の中で想定されるライフスタ
イル、生活圏域のあり方、生活の場として
の都市に関わる諸|笥題

」産業展望・東アジア述携専門委以会｜

我が国の国際競争力、東アジアとの都市間
連１鍔

〈

主要な計画課

考えられる５
分野について
門的に調査

と
の
専

題
つ
、

一Ｉ自立地域*'二会専lM｣委以会
人口減少が進展する中での、多様な社会的
一サービスを持続的に提供するⅧ仕組.み、地域
の自立的な取組による地域活|生化

ヨ国'二基樅専'､｣委員会
経済のグローバル化への対応や国民生活の
安全。安心・安定の確保に資する1画±基盤
整備

ヨ持続可能な'五''2管ｊｌｌｌ等lnj委員会〔

国民の生活の基盤である国土を適切に利用
して将来の世代によりよい状態で継承する
ための持続可能な国士管理

戸 『
ヨ

－体として総合的な旧【’’二の形)戊を推進

することが必要な地域の区分のあり〃

についての洲査審,;雄

雷｜域剖Ｉ会

図８国士形成計画の検討体制

国土形成計画の策定スケジュール(予定）

$測露
日■Ｉ

平成１７年９月 国土審謹会に圏域部会を設置

第１回圏域部会の開催
平成１７年１０月
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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地壌の区分の

あり方の検討

吟
，
冷 府県･経済団体等

交換などを実施
済団体等

｢を実施

圏域部会とりまとめ

〆
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閣議決定に向けた
撚議”…津

都逝府県･経諏団体等と
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平成１９年中頃までを目途;l：

…１塁IR1Illii讃iiliiiijiliLlljilijjiiiiWii
一一＝￣￣￣￣￣￣￣￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－ＬＬ一

５‐
ロー￣￣￣￣－－－－－－－－－￣－－－－－－－－－－．－－－－－口－－－－

図９国士形成計画の検討スケジュール
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沿岸域管理におけるユニバーサルデザインの重要性

日本大学理工学部海洋建築工学科．教授。工学博士近藤健雄

講演概要

わが国の沿岸域管理は米国のそれとは異なり法制度化されていないが、基本的には海岸

法に準拠しており、防護。環境．利用により総合的管理の理念及び制度が確立していると

思われる。実際、昨年度各都道府県で策定された海岸沿岸域基本計画には３つの視点で総

合的管理のあり方がまとめられている。しかし、米国に比べて市民参加の観点では制度的

に遅れていると思われる｡ましてや、沿岸域のユニバーサルデザイン（ＵＤ）においてお

やである.特に超高齢化社会を迎える日本では高次生活圏への活動を担保するＵＤインフ

ラが未整備である。しかし、バリアフリーと異なりその定義及び数値目標が不明確という

問題が残されている。そこで、アメリカのロン・メースが提唱したＵＤの考え方や理念に

ついて概説し、併せてＵＤの沿岸域での取り組み方について具体例を通して紹介する。

背景として障害を持つ人（傷演軍人）が急

増した。また、ライフスパン（寿命）も２０

世紀初頭には４７歳であったものが、医療技

術の発展や健康志向の向上などの理由から

最近では６７歳（米国）と長寿になってきて

いる。高齢化の進展に伴い心身の機能が低

下した多くの高齢者が増､|]している。これ

らの人々が、あらゆる分野で差別を受けな

いようにするため、また、不便さを取り除

くため、自身も車椅子を利用する障害者で

あったノースカロライナ州立大学ユニバー

サルデザインセンター所長ロナルド。メイ

ス教授（RonaldMace、１９９８年６月死去）

が、それまでのパリアフリーなどの概念に

代わって提唱したのがユニバーサルデザイ

ンという概念である。日本では１９９５年頃

よりユニバーサルデザインという言葉が知

られるようになり、この考え方は企業でも

徐々に取り入れられるようになっている。

ユニバーサルデザインとは、人間が言語の

違い、左右の利き手の違い、障害の有無、

１．ユニバーサルデザインとは

ユニバーサルデザイン（Universal

Design、以後ＵＤと略記することもある）と

いう言葉が誕生したのは１９８０年'代で、それ

以前、福祉先進国の北欧ではデンマークを

中心に１９６３年ノーマライゼーシヨン（身体

的・精神的障害を持った人々でも、健常者

とともに可能な限りノーマルな生活を送る

権利があるという思想）という思想が提唱

されるなど、ユニバーサルデザインの概念

に近い思想は存在していた。ちなみに、ア

メリカではノーマライゼーションという言

葉の意味は、公民権運動に代表される黒人

差別問題の解消という意味で用いられてい

る。また、Ｒ本語でいう障害者（ハンデイ

キャップト。パーソン）という言葉は、ア

メリカにおいては差別用語となっており、

最近ではDisabled（心身の一部が機能的に

障害を有する人）という言葉が一般的にな

ってきている。

１９６０年代、アメリカではベトナム戦争･を
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老若男女といった差異を問わずに利用する

ことができる環境。工業デザインをいう。

すなわち、出来るだけ多くの人が利用可能

であるようデザインする事（Environmenls

andProductslorallpeople）がコンセプ

トである。

メイス教授を中心にした１０人メンバー

によって設立された

ＴｈｅＣｅｎｌｅｒｆｏｒＵｎｉｖｅｒｓａｌＤｅｓｉｇｎ，NC

StateUniversity(1997年)によって以下の

ようなUDの７原則が提案された。

。原則１だれでも公平に使えること

（Equitableuse）

・原則２使う上で自由度が高いこと

（Flexjbilityinuse）

・原則３使い方が簡単で、すぐに分かる

こと（Simpleandintultive）

・原則４必要な情報がすぐに分かること

（PerceptibleinIormation）

・原則５うっかりミスが危'炭につながら

ないこと（Toleranceforerror）

・原則６身体への負担が少ないこと（Low

physicaleffort）

・原則７接近や利用するための十分な大

きさと空間を確保すること（Sizeandspace

forapproachanduse）

で、それまでのパリアフリー。デザインと

は大きく異なるものである。近年は、ユニ

バーサルデザインでないからバリアフリー

をする必要が生じる。あるいは、生活必需

品や公共機関が全てユニバーサルデザイン

であるならば、そもそもパリアフリーをす

る必要はない、といった意見もある。メイ

ス教授らが提唱した本来の意味概念も「も

ともとバリアの無い世界の構築」を目指す

のがユニバーサルデザインの真の狙いであ

り、パリアフリーはその世界への移行期間

中における臨時措置であるともいえよう。

NPOユニバーサル社会工学研究会の白石正

明理事長によれば、ユニバーサルデザイン

とは「これは完壁なユニバーサルデザイン

だ！」と呼べるようなデザインはありませ

ん。あくまでも「こちらのほうが、マッチ・

ベターだよね」という、つまり「比較」の

形でしかないのです。さらに、「ユニバーサ

ル･デザイニングという表現もあります。つ

まり、ＵＤにｉｎｇをつけて考えるべきで、

ユニバーサルデザインは時代と共に進化す

るものなのですと語っている。

これまで、ユニバーサルデザインは福祉

的な環境整備並びに工業デザインの機能的

範晴で位置づけられてきた嫌いがあった。

その例として、財団法人日本産業デザイン

振興会が主鎖催するグッドデザイン賞がある。

グッドデザイン賞は､1957年にスタートし、

５０年もの歴史を有するわが国で唯一の総合

的デザイン評価・推奨の仕組みである。こ

の部門賞にユニバーサルデザイン賞（1997

年度より開始）が設けられている。その選

定基準は、「福祉的な視点に配慮し、広範な

使用者による使用を可能とした商品および

施設等のうち特に優れていると認められる

２．福祉の概念から社会システムとしての

ＵＤ

バリアフリー・デザインとユニバーサル

デザインの違いは、デザイン対象を障害者

や高齢者に限定していない点が、一般に言

われるバリアフリー。デザインとは異なっ

ている。ユニバーサルデザインは、「すべて

の人が人生のある時点で何らかのI障害をも

つ」ということを発想の起点としている点
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－、ユニバーサルデザインなどの整備が進

展した背景には、１９９０年７月２６日に施行

された「障害を持つアメリカ人法

（AmericanswithdisabilitiesAct)」が

ある。この法律（連邦法）はアメリカに住

む障害を持つ人たちに、社会に参加する権

利を保障し、そのために必要なホテル・レ

ストラン・劇場・スポーツ施設官庁などの

公共施設や商業施設、飛行場・地下鉄。バ

スなどの交通機関を、障害の程度にかかわ

らず利用できるよう整備することを義務づ

けている。また、障害を理由に雇用や教育

を差別することも禁じている。電話会社に

対しては、耳の不自由な人や言語の不自由

な人々向けの特別サービスを提供するよう

義務化しているなどの極めて公平・公正な

法律であった。以下にわが国の主要な福祉

関連法の推移を示す。

・身体障害者福祉法：1949年

・老人福祉法：１９６３年

・障害者基本法：1970年

・ハートビル法：１９９４年（不特定多数が

利用する建物のパリアフリー化）

・高齢社会対策基本法；’995年

・高齢者、身体障害者等の公共交通機関

を利用した移動のljj滑化の促進に関する法

律（交通バリアフリー法）：２０００年（旅客

施設、周辺道路、駅前広場のバリアフリー

化）

・改正ハートビル法：２００３年

・ユニバーサルデザイン政策大綱：２００５

年

２００５年７月、国士交通省は、「ユニバー

サルデザイン政策大綱」を策定した。従来

の「ハートビル法」（Ⅱ｣建設省）と「交通バ

リアフリー法」（旧運輸省）を融合させ、ま

もの」とある。しかし、「福祉的な視点」を

強調すると、デザインの課題を「福祉的に」

解決することに意識が向かいがちだ。その

結果、デザイン対象がバリアフリー的な障

害者や高齢者といった、特殊仕様が表面化

する懸念がある。ここはむしろ「多様性に

配慮し」という言葉の方が望ましい。ユニ

バーサルデザインの使命は、ユーザーの多

様性に配慮しつつ、それをグッドデザイン

に昇華することであり、誰もが希求する普

遍的であるユーザーオリエンテッドな環境

整備や工業デザインを志向すべきであろう。

すなわち、ユニバーサルデザインを再定義

することで、時代に対応したユーザーオリ

エンテッドなものであるべきで、多様性へ

の配慮や選択肢を広げるだけでなく、ソフ

トとハードが融合した社会システムとして

のサステナビリテイを希求すべきであろう。

３．日本におけるＵＤ法制度の整備

公共建築が障害者対応設備を持つことを

定めたいわゆるハートビル法が１９９４年に

制定されて以降、パリアフリーが駅や空

港・役所などをはじめとした公共建築物で

一気に普及していった。２００３年３月に共用

された広島県宇品港は公共交通機関が連携

（電車及び駅舎と旅客ターミナル）され、

旅客ターミナルもパリアフリーの概念を越

えたいわゆるユニバーサルデザインの概念

を取り入れたことで注'１されている。また、

2005年２月１７日にI)ＩＩ階した中部国際空港

では、旅客ターミナルなどの旅客施設に全

面的にユニバーサルデザインが採用され話

題となった。一般企業の製品においても、

まだまだ少ない比率であるが徐々に浸透し

つつある。日本の公共建築物がパリアフリ
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ち全体を誰にとっても暮らしやすいユニバ

ーサルデザイン仕様に変えていくのがその

趣旨である。この大綱をもとに、来年、国

交省から「ユニバーサルデザイン法」が国

会に提出される予定である。さまざまな人

や団体の意見を参考にして、国土交通省総

合政策局が自らまとめた大綱である。当事

者団,体や専門家の間でも、「他先進国にも類

を見ない」と評価が高い。国では、「バリア

フリー化は７０点くらいには進みつつある

が、ユニバーサルデザインの視点からみる

と２０点くらいでしかない」（総合政策局政

策課）というイメージがあるようだ。

しかしながら、この法律にはいくつかの

問題点があるように思われる。例えば、「具

体的施策」の第１項では、「ユニバーサルデ

ザインの考え方を踏まえた多様な関係者の

参画の枠組みの構築」を掲げ、それに基づ

く３つの方法を提示している。（１）公共施

設の整備や国土計画の策定には、市民が参

加する仕組みをつくる、（２）活動の担い手

である市民を支援する、（３）国交省がその

仕組みづくりを先導的に実施する、となっ

ている。市民参加の仕組みをつくるのは、

それぞれの地域の自治体であり、もちろん

その担い手は一般市民である。国が行うの

は、市民参加のモデル事業、ユニバーサル

デザインの評･価方法・情報共有化の手法創

設、ガイドライン策定、ＩＴのユニバーサル

デザイン化の枠組みづくり、教育などによ

る「心のバリアフリー化」の普及など。つ

まり、モデル事業、研究に予算をつけるほ

かは､旗振り、誘導が主体だ｡換言すれば、

「ユニバーサルデザイン法」は、自治体と

市民に、まちづくりの“権限委譲'，を行う

宣言でもある。そもそもユニバーサルデザ

イン社会は、国交省一省だけで完成するも

のではない。大綱に盛られている「スパイ

ラルアップ」とは、計画→実施→評価→改

善を行いながら理想に向かっていくプロセ

スを意味している。それには旧来のセクシ

ョナリズムを打破し、協働と創造が課題に

なる。それを国が、“ユニバーサルデザイ

ン法，，として、自治体や市民に求めるなら、

まずモデル事業として国自らが、脱セクシ

ョナリズムと“協創”のシステムをつくっ

ていくことが成功の秘訣であろう。

４．海辺のユニバーサルデザイン

各種法律の整備により、我々の第１次及

び第２次生活圏はパリアフリーの整備が進

展し、併せて社会システムにおけるユニバ

ーサルデザインの向上が図られつつある。

その例としては前述した広島市の宇品港が

ある。しかし、高次生活圏である観光地や

リゾートエリアでの整備は十分とはいえな

いのが現状である。ここでは海水浴場を例

にとって、そのユニバーサルデザインのあ

り方について検証してみる。海水浴場では、

バリアフリーという視点では、少なくとも

公共のトイレやシャワー施設などについて

は整備が進んでいるが、アクセスの面での

連続性という観点では問題が多々ある。す

なわち、海岸管理者である自治体は、ハー

トビル法の規定に従って各種施設の整備を

行っているが、各種施設間のアクセスビリ

ティ（移動のしやすさや近づきやすさ）が

担保されていないケースがある。さらに

心無い管理者や利用者により占有されてい

るケースもある。その例としては、障害者

用トイレの鍵がいつも施錠されており、・使

用する場合には管理者に津終する必要があ
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るなどである。この場合、使用者が排尿や

排便の生理的欲求をコントロールする事は

極めて困難であり、緊急時にどのように連

絡すればいいのであろうか。この問題の背

景には、個人的な私物（自転車、バイク、

サーフボード、着替え等）を障害者用トイ

レの便器にチェーンでくくりつけているケ

ースがあるからであろう。

海水浴場を不特定多数の人が利用する

上で問題となるのは、陸上のそれと比較し

て、大別して二つの環境の違いがある。そ

れらは、海水浴場の構成要素である砂浜と

海である。砂浜は健常者にとっても、実に

歩きにくい場所である。また、海は溺れる

という恐怖が常につきまとうものである。

砂浜での人の移動に関しては、砂浜の移動

に適した移動補助機器を用いる方法と移動

補助機器が使用しやすいように砂の性質を

変える方法がある。前者については、砂に

埋もれないバルーンタイヤが装着された車

椅子（ランディーズ、ティラロ、ヒッポキ

ヤンプなど写真１．及び2．参照）がある。

いることにあることが判明した。海に関し

ては、初めて海に入る人が最も恐怖を感じ

るのは水のしぶきが顔にかかることである。

さらに、背が立たない深さと胸の位置以上

に水に浸ったときに人は恐怖を感じるもの

である。メイスらのユニバーサルデザイン

原則４と５が対応する。しかし、最も重要

なファクターは「安全」「安心」であろう。

写真２．フランスで開発されたティラロ

海水浴場における安全と安心という観点

では、防波堤というハードな整備も重要な

課題であるが、ライフセービングまたはラ

イフガードといわれる人々の配置が最も重

要なソフトである。一方、海水浴客の６０％

が家族連れである実情も忘れてはならない。

わが国の海水浴場での迷子は年間１万人以

上であり、その中には不幸にして溺れ死ぬ

という悲劇がある。この迷子対策が殆どな

されていないという現実がある。海外事例

ではオランダのザントフォールト海岸では、

あまりに広いため、毎年迷子になる子供が

後を絶たない現状があった。そこで考案さ

れたのがオランダの子供達にとって最も馴

染み深いブルーナの書くミッフイーの絵で

あった。彼の絵を掲げたポールを６０本、

馨騨葛

写真１．ランディーズ車椅子

後者に関しては、石川県の千里浜海岸のよ

うにパスや乗用車が走れるような砂質を有

した浜がある。この秘密は、私の研究室の

分析から、砂の成分に多くの鉄分を含んで
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ビーチに一定間隔で並べることによって、

子供達は自分達の場所がどの絵の近くなの

か覚えられるため、迷子の数がｌ/３に激減

した。オランダで最も子供達に親しまれて

いるブルーナの絵だからこそ、実現した素

晴らしいアイデアである。私の研究室でも

大洗町のサンビーチをモデルとして、アン

パンマンの絵を掲げることによって迷子の

減少を図る実験を試み､成功裏に終始した。

さらに、迷子になった子供の両親へ早期返

還を目的として､耐.水性のリストパンド(表

にアンパンマンのシールを貼り、裏に保護

者の氏名及び携帯電話番号を記入）の着用

を子供たちに促したところ、従来の対応で

は平均２０分であったところが、この試みで

は平均８分という僅かな時間で問題解決を

図ることができた。

海水浴場での安全と安心を担保するため

には、誰もが理解しやすい情報の`伝達が重

要ある。その一つがピクトグラムというサ

イン表示である。（写真３．参照）

衰えた高齢者でも、言葉が判らない外国人

でも理解しやすいユニバーサルデザインの

サインの整備が重要な課題となっている。

このような万人が理解しやすいピクトグラ

ムサインについては、本学科の山本和漬専

任講師が行動を誘発するピクトグラムのデ

ザインについて先進的な研究を行っている。

５．今後のＵＤのあり方

高次生活圏としての海辺のユニバーサル

デザインについて参考となるのは、国際的

に有名な高齢者及び障害者のための海洋リ

ゾートである、デンマークのドローニンゲ

ン｡フリューブである。（写真４．参照）

写真４．デンマークの海洋リゾート

この施設は､宿泊･滞在施設は勿論のこと、

海へのアクセスビリティも十分に整備され

たバリアフリーのリゾートである。また、

施設内におけるサイン計画も完備しており

自分の,位置や必要とする設備機器、あるい

は危険情報などが判りやすいピクトグラム

で表現されている。筆者が最も注目したの

は、そのようなハード整備に関してよりも、

写真３．ギリシャ海水辮場のサイン

国際的に共通化されたピクトグラムは車椅

子のマークである。これまでも遊泳禁止の

サインが判らないために、台風直下の荒海

で溺死した外国人がいる。子供でも視力の
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随となった男性が車椅子に座りながら妙齢

の女性とダンスを楽しんでいた。（写真６．

参照）

人が人に優しいというサービス（ソフト）

のあり方である。（写真５．参照）

ﾏﾕV汎ｓｏＧユーユもUB

wW1騨Ｉｉ１鞭

写真５．施設配門の全景を示す掲示板

写真６．車椅子のダンス風景

海外あるいは国内から、この施設を飛行

機または船舶で訪問しようとするとき、空

港や港湾のターミナル施設からこの海洋リ

ゾートまでのアクセスは地域のボランティ

アによって支えられている。来訪者の到着

時間に合わせて、予め登録した地域のボラ

ンティアが出迎えに来てくれる。言葉が通

じなくても笑顔で出迎えてくれる。また、

移動に用いられる|当1動車も来訪者の障害の

程度によって対応してくれる。当然、来訪

者がドローニンゲン･フリューブから近郊

の映画館、乗馬場、水族館、劇場、図書館

などの各種レジャー施設を訪問するに際し

ても、ボランティアがサービスを無料で対

応してくれるの。近郊の総てのレジャー・

レクリエーション施設がパリアフリーの対

応がなされているし、利用料金は無料であ

る。ドローニンゲン･フリューブ施設内部に

は、ダンスや絵画を楽しむための施設があ

り、毎日何らかのイベントプログラムが用

意されている。また、もし家族でこの施設

を訪れ滞在する希望があるならば、宿泊施

設も家族が長期滞在可能なものとなってい

る。筆者が訪れたとき、下半身を事故で不

一方、海水浴場に目を向けると、普通の車

椅子のまま海水浴が楽しめるようにハード

が整備されており、ライフセイバーが来訪

者の安全を注意深く見守ってくれていた。

高齢者が最も弱い直射日光に対しても海岸

にシェルターやパラソルが準備されていた。

ユニバーサルデザイン法が成立するなら

ば、これまでのハード施設の整備にとどま

らず、ハードとソフトが一体となった社会

システムとして機能することを期待したい。

また、その社会システムも常に持続的に進

化するものとなることを期待したものであ

る。
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■午前の部討読

●多部田（司会）私は日本沿岸域学会所属で日本海洋工学会運営委員の多部田です。本

日の午前の部の司会を務めますが、よろしくお願い致します。それでは午前の部のご講演

を頂いた先生方へのご質問やご意見を頂きたいと思います。

●増田（東京大学）東京大学の増田です。川上さんにお伺いします。大変分かり易い説

明で本日の講菰ありがとうございました。沿岸域と海洋の範朋を説明して頂きましたが、

スライドを見たところ沿岸域の範囲は海岸線から100kｍくらいで、海洋になると大陸棚

の問題が含まれるＥＥＺまでかなり広い範囲が国土形成計画に含まれると思います。ＥＥＺ

から沿岸域、陸域のスケールの違いについて、どういう風にお考えかお聞かせ頂ければと

思います。.例えば政策的に優先111m位があるのか、予算的にはどのくらいの配分になってい

るのか、それぞれのロードマップが統一して考えられているのか、この三点についてお話

できる範囲でお願いします。

●川上まず、沿岸域の範囲については、寺島先生からも不明確であるとのご指摘を頂き

ましたが、そのとおりです。海岸線を挟んで両側に影響を与える範囲という定義にしてい

まが、海について言うとどこまで影響を与えるかということは場所によっても違うでしょ

うし、考える課題によっても違うでしょうということです。少なくともある程度の距離以

内は沿岸に関係があるという意味で、100kｍが正解なのか今の海岸法の５０ｍが正解なの

か、或いはもう少し広い100ｍか１kｍがいいのか分かりませんが、そういった範囲が沿

岸域だろうと思います。海洋は沿岸域以外という趣旨で考えています。沿岸域と海洋を何

故分けているかというと、沿岸域の部分について色々と考えなければいけないことまで海

洋では考えなくともいいでしょうということです。うまく説明できなくて申し訳ありませ

ん。

沿岸域については、海岸線を挟んで影響を与える範囲について計画を立てていく必要が

あるとしています。ロードマップとしては理想論として沿岸域総合管理計画で、利用、環

境、防災の総てを含みます。利用といっても埋立をしたい人、干潟で遊びたい人、川の護

岸を固めたい人、土砂を流して保全し漁業をしたい人、船を航行させ通行したい人等の全

てを含む計画を立てるのが理想です。理想ですが直ぐにそこまではできないだろうという

ことで、今までの４全総や５全総ではそこまでやろうと打ち出しましたがなかなか難しい

ので、取りあえず今のところ検討委員会で言われているのは、身近な課題として土砂では

ないかということが磯部先生を中心に言われています。土.砂となると川と海岸、海岸の構

造物の計画を持っていくことになると思います。それから閉鎖|ﾂﾞｾ海域の環境の観点で、今

まで縦割りといわれるものを横割りで取り組んでいき、連絡を取り合えばだんだん理想論

に近づいていくのではないかと思います。その一つの方法としてブロック計画が使えない

かと思います。これが頭に浮かんでいるロードマップです。

海洋は海洋権益を守るべきだということや、離島や沖ノ鳥島を守るべきだという辺りは

分かりやすいのですが、それ以外に何をすべきか、権利を主張するには義務も果たさなけ

ればいけないということまでは理解しているつもりです。では具体的に色々な調査研究を
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進めていくこと以外に何をすれば、いわゆる国としての義務を果たしたことになるのかを

悩んでいるところです。

●増田ありがとうございます。計画から政策を具体的に落としていくときに、国の考え

方に対してパブリックコメントを聞くという手法がよく適月]されます。この場合、実際の

パブリックコメントを吸収してボトムアップ的にリアクティブにやっていく、或いは国の

目標のようなものがあって、これをやるんだと決めて積極的に政策を進めていくという二

掴りの考え方があると思います。これはどちらを考えればよろしいでしょうか。

●川上課題によってそれぞれだと思いますが、沿岸域はやはりボトムアップに近い方向

で進めるべきだと思いますし、逆に海洋はどちらかというとトップダウン的なものが強く

ならざるを得ないのかと思います。海洋の方は全国計画で書くべき話だし、沿岸域の方は

国士形成計画法のスキームでいうとブロック計画で書くべきものです。ブロック計画の中

でどこまで書けるか分かりませんが、そこからさらに下のスキームの色々な計画や個別の

計画は、下からの意見が非常に重要になってくると思います。

●増田どうもありがとうございます｡

●前田（日本大学）’１本大学の前田ですが、川上先生と寺島先生にお尋ねします。パブ

リックコメントという話が出ましたが、成田空港のことを想・像して、国としてあの空港は

国際ハブ空港としてちゃんとしてもらう必要があると思います。住民の立場からすると余

計なものを持ってきてくれるなということがあると思います。liilとして長期間考えれば、

住民としては或いはステークホルダーとしては我慢しなければならないことが当然あると

思います。しかし、今の仕組みには我慢するということをどうしたらいいかという仕組み

がないように思います。ですから三番瀬にしても両側の意見を聞くと、お互いに不満を持

ったままという印象が強いのです。我慢をするというか国の立場として、国が経営者の社

長、重役であれば戦略を立ててやってもらわないと、国民としては我慢するという気はサ

ラサラ起きないので、我慢をしなければならないという合意のできる仕組みを作ってもら

わなければならないと思います。

先程は国土庁として理想で行き過ぎたという話でしたが、どうせ即想でやるのであれば

安全保障や防衛庁が絡んだ話を一切抜いた形でやっていますが、国としてはそれでちゃん

とやっていけるのかと疑問に思います｡日本の場合はタブーとしてずっと避けてきました。

これからは孤想でやるのであれば徹底してタブーを廃し、本当に合H1ｌ的にどうあるべきか

をやるべきだと思います。現実の話になると、漁業権や公有水面といったアメリカにもな

いような日本独自のものがあります。そういうものに対してどうするかという話になると

タブーで皆さん逃げてしまいます。そこをはっきりしない限りはこの先』し体的には進まな

いのではないかと心配しています。これらについてコメントを頂ければと思います。

●川上一点目の話は合意形成の問題と思います。我慢するという方法よりも合意形成を

如何にうまくするかということだと思います。合意形成をやるに当たって、合意形成をや
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るのはなかなか難しい問題だと認識していますが、－つ必要なのはマスタープランを提示

するということでしょう。当然マスタープランの段階から同意を図りながらということで

す。いきなり個別の話に行くのではなく、マスタープランについて合意をして、さらに下

の段階に行くというのが合意形成上必要なステップだと思います。今回の国土形成計画が

マスタープランの一つになると思います。

防衛庁等のタブーについてですが、私はタブーではないと思っています。あくまで計画も

閣議決定するという過程で合意形成するわけで、そこで必要と判断するか不要と判断され

るかという中で決まっていきます。計画上必要であれば変えていくということです。

●寺島最初の話ですが、成田空港は人によっては我慢する対象ですが、人によっては国

の玄関が自分のところにくるのでメリットがあると考える方もいます。国のレベルにせよ

沿岸域のレベルにせよ、計画的に空間をどう管理するかという問題として捉えれば、計画

を造る段階で議論する仕組みを作って、その時にある人はここを保存したい、ある人はこ

こを開発して自分たちが生活し易くしたいといった,色々な議論が出てくると思います。そ

れを－つの計画を作るという場で議論して、中には全然まとまらない場合もあるとは思い

ますが、多くの場合は時間をかけて議論していけば、同じ生活の場であればここはあの人

の意見を受け容れよう、一方こちらはこうしてほしいという絵が描けてくると思います。

そういう意味で沿岸域の場合は、沿岸域では特に今までは都市計画のあるところでもせい

ぜい陸域側だけで海の方を具体的に考えるということはありませんでした。計画も管理も

まるっきりセパレートされています。これに対して、沿岸域を一体としてあらかじめ議論

するような仕組みを作るのが大事だと思います。そうでないと、何も議論しないでおいて

問題が起きるとそのときには既に相当こじれてしまっているということになります。

それを国レベルで言えば、国士形成計画というところで計画を作るという事もあるでし

ょうし、沿岸域をどうするかについても、広すぎるかもしれませんが、広域地方計画に入

れるということもあるでしょう。しかし、何でも国士形成計画に依存するという形ではな

くやるべきではないかと思います。

もう一つ、計画法制と管理法制は違うと思います。あまり過度に国土形成計画だけに期

待してもいけないと思います。海洋基本法を考えたのも機能する仕組､みを作る必要がある

からです。そこに関係者を網羅し、自分たちの計画をあらかじめできる限り調整しておく

という考えです。

私も、セキュリティーや軍事というところがタブーになって今までやってきたのは、そ

れなりの社会的バックグラウンドがあってのことと思いますが、今はそういう時代ではな

いと思います。海のことを考える場合は海洋を空間として捉えるという、先程国土形成計

画では海底とその上の領水を空間として捉えるという話でしたが、それについての計画を

どうやっていくのか、そこでの活動をどう調整していくのかという仕組みを作るのが大事

ではないかと思います。その中で当然の事ながら、安全保障についても入れて議論すべき

であります。

●司会沿岸域の問題となると空間的に海側にも非常に関連してくるし、ＥＥＺの問題等も

絡んでくると思います。話が発散するかもしれませんので、いわゆる沿岸域、ＥＥＺとかそ
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ういう問題は抜いて､陸域と海とが接し、相互作用する、先程川上さんが話されましたが、

そういうに１ｺでの沿岸域の管理の問題というところに論点を絞らせて頂きたいと思います。

そういった観点から他に質問、意見はありませんでしょうか。

●寺島先程の沿岸域の範囲という問題について、私の感じたことを申し上げます。沿岸

域の管理を身近に接している地方が主体になってやるという、その場面での沿岸域の範囲

を考えるにあたって、沿岸域の範囲がどこまでと考えますかというアンケート調査を行っ

た事があります。｜日領海の３海里まで、領海の１２海里まで、海域毎に国と協議して自治

体が判断などという回答がありました。私は、自治,体の沿岸域の海側を管理する能力を考

えると、今の段階ではあまり梅側の相当先までを地方が主,体となって管理するのは、なか

なか実行が難しいのではないかと感じました。これは各国で色々ありますが、特に連邦制

をとっている国では州の管轄が大体３海里までで、アメリカもそうです。それから先は連

邦がやっています。オーストラリアも確かそうだったと思います。沿岸域の範囲は、何を

管理するかによってよく考えて決める必要があると思います。

●司会ありがとうございます。今のお話の沿岸域の定義といった観点もありますが、そ

の中でどうしていけばいいかといった議論になると思います。

●菅家(海洋政策研究財団）海洋政策研究財翁団の菅家ですが､川上さんにお伺いします。

各論の話になるかもしれませんが、広域地方計画の中で６月頃までにブロック割を決めら

れるというお話でした。お話ではこれまでのブロック割りを事例としてご紹介して頂きま

したが、例えば磯部先生が相互土砂管理という視点の重要性を指摘されているという話が

ありました｡そういう風に考えると､分水嶺という考え方が非常に重要になると思います。

東北地方は今までは太平洋側と日本海側を－つのブロックにしていたようですが、そう考

えていくと東北地方も太平洋側と日本海側に半分に割っていくという選択肢もあると思え

ます。現在の議論では基本的には沿岸域に海関係の先生が－人しか入っていないというこ

とで、陸中心の議論になっていると想像がつきます。現時点の議論の中でそういった可能

性が触れられているのであればご紹介頂ければと思います。

●川上ブロック割りに関しては、いわゆる流域圏を考慮に入れるべきだという色々な意

見がありまして、文化的な繋がり、交通体系、県の出身者の何割がどこの大学に行くかと

いったことも含めて、いろんな視点からデータを出して検討をして頂いています。全てを

満足する解がないということです。今日、実は同じ時間に圏域部会をやっていて、そこで

議論を行っていると思います。例えば九州と山'二lで分かれると関門航路の管理の話はどう

なるのか等と言われ、では山口県は九州に入れるかというと今度はこちらが立たずという

事になります。そうするとブロック同志で｡何らかの調整をする事が言われています。瀬戸

内海が一体だから中国四国を一緒にすべきだという意見はかなり大きくありますが、アン

ケートを採ると四国の人は４００人中２５０人(６割)くらいが四国は四国だと言っています。

そういう回答も無視できないということです。
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●司会ゾーニングやブロック化という沿岸域圏や空間的な話でしたが、もう一つ沿岸域

管理を考える上で非常に重要なことで、先程前田先生の話にもありましたようにいろん

なステークホルダーがいて合意形成をしていかなければならないという問題があります。

そういう意味では利用者から見てどのようにグランドデザインを示していくかも重要では

ないかと思います。今日は近藤先生がユニバーサルデザインの話をされました。ユニバー

サルデザインという概念は誰でも使えるようなという事です。元々ある概念は統合的に管

理していくというところに繋がっていくと思います。その辺から見て、いまの日本の制度

の課題に関し何かご意見はありませんでしょうか。

●近藤大変難しい質問ですが、ユニバーサルデザインという視点ではなくて、沿岸域を

我々も色々と考えてきました。多様なステークホルダーという話が出ましたが、そうじゃ

ないんじゃないかという意見もありました。ただし海岸線の部分では多様な幅榛した難し

い点があります。しかし海の中にどっぷりというと資源的側面の方が大きいのと、もっと

沖合に行くとシーレーンの話が必ず出てきます。最近は市民参加やＮＰＯ参加、ＩＯＭ

（IntegratedOoastalzoneManagement）といった考え方における市民の位置付けはなか

なか難しいと思います。というのは権益を持っている利益者であれば認識が高く、ディス

カッションのテーマも明確に位置付けられるのですが、一般市民は単なる自然的な利用で

の海の環境や自然保護という話では非常に強くなるのですが、利用という側面で海をある

ルールの下に利用していこうということになると別の話になるのです。違う次元の話をま

とめてやるというのは、国が－つの指針を出さないとうまくいかないのかと思います。ア

メリカの場合は国が－つの指針を出して後は州にお任せしますということで、補助金を出

して何年までにまとめなさいとしています。ですから沿岸域の範囲にしても州それぞれに

よって全部違いますし、湖や河川も含めています。それに関わっている事は州が全部やる

のです。州の場合は沖合は沖合３マイルまでという中で、アメリカも最初は自然保護の話

が多かったのですが、そのうちにオイルショックが出てくると資源開発がメインに出てき

て、第一に優先するのは資源で、第二は自然環境という１９８０年に逆転したのです。これ

を国家のポリシーとしてどう考えるのか､ある方針を出さないと難しいのかなと思います。

I⑭司会ありがとうございました。今のような観点について何かありませんか。

●坂井（全国漁港漁場協会）全国漁港漁場協会の坂井です。沿岸域というと漁業関係か

ら言うと水深100ｍ以浅くらいは殆ど何らかの形で漁業に使われていて、その１１１で如何に

水産資源の持続的な生産を上げていくかが重要な課題になっています。そういうことに水

産庁も政策を考えていると思います。ですから他に人間がある程度漁業で利用している沿

岸の範囲とすれば、自ずからその範囲は決まってくると思います。

●川上沿岸域管理の計画は全てを網羅した計画にする必要があるのかということだと思

います。私は全てを網羅する必要はないと思います。また、全てを網羅することを目指し

てはできないのではないかと思います。全てを網羅するのであれば範囲を決定して漁業を

行うということを決めるのも一つの手かもしれませんが、海岸線の砂浜が侵食されている
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ところの管理を考えるときに、沖合の水深200ｍのところの漁業を行う人と一緒に調整す

る必要があるのかを含めて考えるべきですし、逆に水深５０ｍや100ｍの所の管理のこと

を考えるときに、関係のなさそうな人たちを入れる必要があるのかとも思います。なかな

かうまくいかないのではないかと思います。

●司会沿岸域には色々な利用の形態があり、色々な視点があるので、本当に難しい問題

だと思います。時間も終了予定の時間になっていますが、最後に本日のテーマの統合的な

沿岸域の管理という視点から、今の日本の制度上の課題をどういうところに感じておられ

るかを講師の方々に一言ずつ発言して頂きたいと思います。

●寺島一言でいうのは難しいですが、沿岸域というものを陸と海とを切り離して考えた

のでは管理がうまくいきません。陸に住んでいる人たちが海とどうつき合うかということ

と密接に関連していると思います。そういう意味ではどこでも画一的な沿岸域管理を行う

という事ではないのではないかと思います。地域のニーズに応じて陸と海とを一体化した

沿岸域の管理の仕組みを作っていくべきだと思います。

Ｓ川上私は、特に海洋に関しては、国民全体で海洋を管理するんだという意識や制度が

必要ではないかと思います。沖の鳥島については国の直轄で海岸を管理していますが、沖

ノ鳥島以外では沖縄の先端の島等が今は有人であってもこのままいくと無人になってしま

うかもしれない。そういったところを沖縄県だけに責任を持たせていいのだろうか。こう

いったところは国全体として必要性を認めて管理するという考え方を導入すべきではない

かという事が関与についてはあります。

沿岸域については、やはり推進役がいないという事なのかと思います。逆に言うと地方

自治体ではできないし国でもできないということで、これが国土形成計画になれば一番い

いと思いますが、本当にそれができるのかという実効性のある仕組みづくりが必要だと思

います。

●近藤先程プライオリテイーの話をしましたが、海岸・沿岸基本計画というものが防災

と利用と環境の側面で全国の都道府県で整備されています。東京湾でも１都２県が一体と

なって共通した認識のもとにやろうとしています。そのときに市民を巻き込んで、パブリ

ック・インボルブメント或いは市民共同社会といった色々なものがあるのですが、市民を

どうするのかが難しいのです。例えば防災である場所を嵩上げして、或いは沖合に離岸堤

を作ってというときには、当該自治`体に住んでいる人々が中心になるのだと思います。日

本のこういう沿岸域という大きな話になったときに、市民は全部国民という話が出てきま

す。そこら辺が当該地に住んでいる、或いは何らかの事で利害関係を持っているという人

はいいのですが、そうでないと三番瀬のように混迷を極めて行政は何もできない、市民も

何もできない、漁民はあきらめてテーブルの上にのらないという、非常に難しい問題にな

ってきます。その辺を市民がどう参加してインボルブできるのか、ある一つのルールのよ

うなものが必要かと思います。

それと大きな問題だと思いますが、海という認識が国民の理解がないのではないかと思
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います。これは港湾を含めて、海岸を含めて、この辺の理解をどう求めていくのかが最初

にあってもいいのではなかと思います｡また､教育における海はどうなのかということが、

こういう問題の一つの大きな課題だと思います。

●司会どうもありがとうございました。沿岸域の統合的管理ということですが、ただ統

合的というだけではなかなか進まないので、やはり実際に進み出すためには何かやはり焦

点を絞ってやっていかなければいけないという認識だと思います。

午前中の三人の講師の方々にもう一度拍手を持って御礼したいと思います。どうもあり一度拍手を持って御礼したいと思います。午前中の三人の講師の方々にもう

がとうございました。
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■海洋工学関連会鰯報告

●司会（木下）私は司会を担当します日本船舶海洋工学会所属で日本海洋工学会運営員

の木下です。それでは海洋工学関連の会議報告を始めます。第１番目に東京大学の浦先生

にお願いします。

●浦皆さんこんにちは。ただいまご紹介頂きました東京大学生産技術研究所の浦です。

本日はワシントンＤＣで行われたOOEANSのご紹介を致します。OOEANSは２００５年度

から年２回行われることになり春季と秋季に開催されました。春の部はフランスのブレス

トで行われました。秋の部は９月１８１二|から２３日までワシントンＤＣで行われました。ワ

シントンＤＣはアメリカの政治の中心ですので、開催に非常に大きな力が入れられて、今

までにない大規模な大会でした。HonoraryOoChairは、２年前の

OCEANS/TE10HNO-OCEAN神戸でキーノートスピーチをして頂いた、ＮＯＡＡ長官のロ

ーテンバッハ氏でした。その後に続くキーノートは、USDeputySecretaryofCommerce

と、ChairmanoftheUSCouncilofEnvironmentalQualityintheExecutiveOfficerof

GeorgeBush氏の二人が演説を行いました。

これに代表されるような全体的なキーノート或いはセッションの組み方は今までの

ＯＯＥＡＮＳとは違い､非常に政治的な色彩が見えています｡OOEANSU5-WiASHINTONDC

のキャッチフレーズは「ＯＮＥOCEAN」です。ＯｎｅＯｃｅａｎｆｂｒＵＳＡかと会議中に話題に

なるくらいに、米国が海洋に対して何をしなければならないかという色彩が非常に強く出

ていました。

これはキーノートの中で話されたＵＳアクションプランです。CoordinatedOcean

GovemanceStructureというもので､アメリカは海洋に対して非常に強い関心を持ってい

ることを示しています。もちろん海軍も含めてです。海洋政策のストラテジーをより強く

しているのです。特に彼らの演説で主張していたのが、海洋からのテロリズム対策とカト

リーナのハリケーンによる被害のような、然災害対策でした。こういう事に対しアメリカ

政府がさらに力を入れて対応するような鋤体制を組んでいかなければと言っておりました。

Bush氏の補佐官等も我々はいつも海洋に関することを話ていると言って、日本政府の海

への消極的な対応との違いを見せつけられました。

もう一つ、このOCEANS'０５で力を入れていたのが教育です｡教育というのも､大学生、

大学院生への教育ではなくて､高校生､中学生に対する或いは一般市民に対する教育です。

その為のスペシャルセッションが組まれ、彼らが作ったＲＯＶのコンテストを行っていま

した。この写真の方はアメリカ海軍の退役軍人で、今はその方面の長をしている方です。

この人が旗を振って教育問題の実務をしています。その中の大きな組織の一つがＣＯＲＥ

（ConsortiumfbrOceanographicResearchandEducation）という組織です。その中で

PromoteOceanEducationを非常に重要な項目にしています。以前のＳＯＦのサーキュラ

ーに書いてありましたが､日本の小学校の教科書には海という字が一つも出てこないので、

こんな事でいいのだろうかという意見がありました。日本の寂しい現状とはうらはらに、

アメリカでは海に対･する考え方を小『'－１高校からプロモーションしなければいけないという

ことを、政府が取り組んでやっています。ロ本もこんな事ではいけないので、ここの日本
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海洋工学会を通じてこれをやって頂きたいと思います。

その中でやっているのが、Center'sfbrOceanScienceisEducationExcellenceという

ので、これがアメリカに７つのネットワークセンターを作り、そこを中心にして小中高校

生たちの教育を進めていこうとしています。その一つの例がNationalOceanSciences

Bowl（ＮOSB）というものです。これは高校の先生が学校に海洋クラブのようなものを作

り、発展の手助けをしています。さらに海洋クラブ間の全米の競技会で、主として海洋に

関する知識をどれくらい持っているかという早押しクイズ大会のようなものを開.催してい

ます〆例えば、「風が吹いて海に波が立ったときに、キーになる長さは何ですか？」といっ

たもので、ボタンを押して「Fetch」と答えます。そこで優勝するとモンテカルロの水族

館、リスボンの海洋博へ１チーム５～１０人が招待されるといったものです。賞状１枚と記

念品だけといったものではないのです。そういうことをもう十何年もやっていて、これに

参加した昔の子供たちは現在ハワイ大学やフロリダ大学で優秀な研究者になっていますと

関係者は言っていました。そういうことを見て、つくづく教育は大切だと思いました。そ

ういう国家的な取り組みを､日本では文部科学省という一つの省でやっているだけですが、

アメリカで国のプロジェクトで、海軍のＯＢの方たちがボランティアでやっていて、人材

も豊富で大変うらやましい限りでした。是非F|本でもアメリカのまねをするのがいいかど

うかは分かりませんが、こういう風な形でやって頂きたいと思うのがＯＣｎＡＮＳの印象で

す。

今年は５月１６日から１９日までＯＣＥＡＮＳＡＳＩＡＤ６がシンガポールで、９月１８日から

２１日までボストンで行われます。その次はアパデイーンとバンクーバーです。２００８年に

は２００４年と同じく神戸で開催しようと考えています。ご参加をよろしくお願いします。

以上です。

qD司会どうもありがとうございました。引き続き北澤先生お願いします。

●北澤東京大学生産技術研究所の北澤と申します。私は日韓海洋環境工学ワークショッ

プ（JointJapan-KoreaWbrkshopofMarineEnvironmentalEngineering）が昨年の１０

月に韓国・開催されましたので、そのご報告をします。このワークショップは新しい会議

で、第１回は釜山で２００３年１１月に開催されました。日本船舶海洋工学会の主に海洋環境

研究交流会と韓国の海洋環境工学会の共催で開催しました。海洋環境工学に関する情報交

換と研究成果発表をしています。

昨年の１０月２１～２３口に九州大学で行われたのが第２回です。論文の数は日本から１０

件､韓国から１０件出されました｡前回はロ本と韓国の２カ国の論文だけだったのですが、

今回は台湾から２件出されました｡参加者は５８名で非常に密接に議論し易い人数でした。

論文集はこちらにありますが、１件当たり２０ページ以内で全部で２５０ページくらいのも

のになりました。

トピックスですが、色々と多岐にわたっています。日本側は色々な沿岸環境のモデルや、

富栄養化、海洋禰環の問題をシミュレーションしたものなどがありました。一方、韓国側

は、汚染問題の他にプランクトンの調査、海洋ゴミ、海洋法といったものもありました.

台湾グループからは台風がよく来るので高潮に関する論文が出ていました。
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参加者が５８名と規模が適切であったことで深い議論ができましたし、九州大学の経塚

先生が色々と手配して頂き、みんなで温泉に行ったりして和気藷々とすることができまし

た。

最後に今後の予定ですが、先程、浦先生からご紹介がありましたが、次回はOCEANＳ

シンガポール大会とジョイントで行います。おそらく日韓が主になって行われると思いま

す。今後の方針は単独のワークショップとOCEANＳとのジョイントを１年おきにやると

いうことを考えています。メンバーは日韓ですが、特に経済発展をしている国で環境汚染

が問題になっている国も取り込みたいと考えています。以上です。

●司会北澤先生ありがとうございました。三番目の発表は山崎さんにお願いします。

●山崎産業技術総合研究所の山崎です。２００５年１０月１０日から１３日まで、中国・湖南

省長沙市のにF1南大学で行われたOMS2005について報告します。それから後半は第３５回

UMI2005について報告します。

OMS2005は１９８９年に創立されたInternationalSocietyOffishoreandPolax

Engineering（国際海洋極地工学会）の分野別シンポジウムの一つで、深海底鉱物資源開

発技術とその応用技術の情報交換、開発課題の検討、国際e協力の協議の場等を提供するこ

とを目的に２年に１度開催されています。第１回は１９９５年につくばで、第２回は１９９７

年に韓国のソウルで、第３回は１９９９年にインドのゴアで、第４回は２００１年にポーラン

ドのシュチェチンで、第５回が２００３年に再びつくばで開催されました。いずれも１０～１２

カ国程度の５０～７０名程度の参加者でした。これらの開催国は深海底の鉱物資源開発に関

心を持って研究開発を活発に行っている国々ですが、今回はそれ以上に関連研究に力を入

れている中国がホストとなって開催されました。

会議実績はアブストラクト提出が１０７件（中国５５件、海外５２件）で、そのうち１０１

件をアブストラクト段階で受け付けて、最終的に査読を通過した４７論文を論文集に掲載

し、その他に６論文の口頭発表がありました。会議参加者は約６０名です。中国が２６名プ

ラス招待者数名で、海外からは２８名です。その内、多かったのは韓国１２名、日本７名で

した。会議の写真をここにお見せしていますが、前回のOMS2003に引き続いて、韓国の

積極的な取り組みが目を引きました。韓国では２００７年後半にマンガン団塊採鉱システム

の浅海総合実験を予定しており、それに向けた準備が着々と進んでいるという印象を受け

ました。また、開催国中国の研究開発も調査機器開発などの基礎研究を含めて活発に行わ

れていました。ただし、中国の方はまだまだ英語でのプレゼンテーションやコミュニケー

ションという面では不十分な点が目立ちました。第７回はホノルルで、２００７年の前半に

開催する方向で現在調整中です。

続いて、２００５年１１月１～３日までカリフォルニア州のモントレーで開催された、第３５

回ＵＭＩについてご報告します。こちらはInternationalMarineMineralSocietyという

国際学会が主催して毎年開催しているものです。ノーチラス社とプレイサードーム社が資

金的支援を行っているとしていますが、後ほど詳しくご説明します。

大会には主･催者の予想しなかった約８０名の参加者がありました。また、会場になった

ホテルに宿泊できない人も何人か出ましたし、後ろの方からはスクリーンがよく見えない
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ほど、発表会場に人が溢れました。例年だと５０～６０名程度だった参加者が大きく増えた

理由は、ノーチラス社とプレイサードーム社によるWesternPacificSeanoorMassive

SulfldeGoldCopperProject（西太平洋海域の黒鉱型海底熱水鉱床開発プロジェクト）に

関連した発表が多数あったためでした。ノーチラス社は設立当時はオーストラリアのシド

ニーに本社があったのですが、現在はカナダのバンクーバーに移しています。このノーチ

ラス社がパプアニューギニアのマヌス海盆というところ（領海１２海里内）の黒鉱型海底

熱水鉱床の開発権を１９９７年に取得し探査活動を開始した時には、いわゆる金と銀をター

ゲットに据えて出資者を募るという山師的なやり方で会社を動かしていくというようなス

タートをしました。直ぐに行き詰まるという見方がたいていでしたが、毎年のように次々

とｌＬＩＩ資者が現れて存続し､２００４年にはついにプレイサードーム社という巨大スポンサーに

実質的に買収されるに至りました。プレイサードーム社は資本金がＵＳ８２億ドルという世

界最大級の金鉱開発会社です。プレイサードーム社は２００４年に３億円をマヌス海盆の黒

鉱型海底熱水鉱床の物理探査に投入しました。そして２００５年には西太平洋海域の黒鉱型

海底熱水鉱床を対象とするプロジェクトを開始し、今２００６年１月から約６億円（ＵS500

万ドル）を投入して、マヌス海盆の黒鉱型海底熱水鉱床の探査試錐を実施しています。こ

のノーチラス社とプレイサードーム社からは物理探査や解析に対する研究資金が－部の大

学に流れる事が始まったようで、そういった成果の一部も多数このＵＭＩで発表されまし

た。昔のマンガン団塊開発の研究が活発だった当時のことを知っているお年寄りの参加者

からは、１９６０年代の熱気を思い出すというような声も聞かれました。

私自身も銅の危機が来るのではないかといった話をしました。これは手前味噌なのです

が、かなり参加者の反響が大きく、パワーポイントファイルが欲しいという希望が殺到し

ました。背景には銅の市場の最高値が連日更新し続けているということがあります。メタ

ンハイドレート開発プロジェクトに関し、日本のものを殆どコピーしたようなプロジェク

トが韓国で昨年から始まり、そこからの参加者も来て、メタンハイドレート関係の情報収

集をしていました。次回は２００６年にドイツのキールで９月に開催予定です。

余談ですが、プレイサードーム社を買収するというパリックゴールドという同じカナダ

の会社が現れました。結局その買収は、昨日までの情報では８０数％の株を取得すること

ができて、世界最大の金鉱山会社が誕生することになりました。

追加のご紹介ですが、これは外務省からのご案内です。「国際シンポジウム。２０ｏ海里を

越える大陸棚の外側の限界の設定に関する科学的及び技術的側面」というものが３月６～７

１二|に開催されます。会場は表参道にある国連大学のウ・タント国際会議場です。大陸棚限

界委員会の議長や委員の講演、諸外国が大陸棚の限界の確定にどういう風に取り組んでい

るかの紹介、最新の科学的研究成果の紹介等があります。本日の受付にプログラムがあり

ますのでそれをご覧下さい。それと今日はまだ載っていないそうですが、一両日中に外務

省のホームページにこの案内が掲載され、ホームページから参加申し込みができるそうで

すので、ご興味をお持ちの方は是非ご参加下さい。以上です。

●司会’11111奇さんどうもありがとうございました。時間が無くなってしまいましたので、

ご質問がある方は、３先生に直接お伺いしてください。ありがとうございました。
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沿岸域の環境・海象情報の新展開

小田巻実

海上保安庁海洋情報部環境調査課

１．はじめに

２００４年夏から始まった黒潮の大蛇行は、２００５年９月に終息した。この大蛇行は、ほぼ１０年ぶり

であったが、この間、このような海潮流に関する情報は質・量ともに大きく進化した。かつては、

船舶観測データしかなかったが、今では、衛星海面水温や漂流ブイはもちろん、衛星海面高度計ま

でが実利月|されている。外洋域では、深さ2000ｍまでの水温・塩分プロファイルを観測するＡｒｇｃ

フロートが展I)Mされ、１０「]ごとに３０００個のデータが'''二界に'二１から収集されるようになっている。沿

岸域では、海洋短波レーダーによる海潮流情報が数時'''１毎に収集されている。内湾域でもモニタリ

ング・ポストで水温・塩分・流れ等の常時監視が試みられている。海上保安庁海洋情報部は、航海

に不可欠な海洋情報をサービスするのが使命であるが、調査して報告する地誌的な情報から、よう

やく気象情報並みにリアルタイムに海象情報の収集提供が行えるようになってきた。また、航行安

全だけでなく、沿岸域の環境保全や総合的管理を考える上でも海象の実態把握は不可欠である。身

近になったリアルタイム海象情報の現状とともに、そこから何をどのように読み取るのか、実例を

交えて紹介したい。

－蕾篭蔓f5塾舎･－，
認蕊霧富緯鼬蕊R認iilmi1
fL▲ロα“■も」■一合凸角■＋〃LjL■－nJiZとj、…も－－

J'ｆＦアー
舸

石武匙

勢
芦：

ア
四P▲■ｕｑ母ＲＴ山■宙

早戒１７年釘】8斗

■■ＩＥＩ良Ｂ５Ｈ４日－５Ｊ110日

ﾉハニン
■

`’RRILUtu西ｊＪ
Ｄｎ－Ｂ２ｑ典

一ｌＩ－０Ｄｌが

一ヶｗ－Ｉクレ

ー>『､0-0P縮
'、-W宝､好
一

W廻別(f叫柄HrK1cKkIﾌﾟＩ
Ｃ・出水具ＩＣｐｄｃｄｔｈ１

柵ｒ別缶刎Ⅵ』辨認
~円

(!！ ､…』
､、”や

2１ 鯉 鶏
奨
一
一
妻

〃、-〆，▼一宇･＝

Ｗ廻水f叫柄ＨｒＲ
Ｃ・出水具ＩＣｐｄ

柏

－/鰻:欝葵１
、Ｉ

慾

鴎裂
鰄酢」̄ ﾒｰ

ﾊﾟｰ．岬

鰹ぞこ
！￣i灘!’

解…ｲ

ﾐ:iiil1､（
｣2

錘 '五

櫻議鑿糞蛙
、二

銭 =Vｉ
ひ

1

／＞夢 出
】
－
‐
や
、

ノｎｂ１
■ど垰回ｕか曰

,。．’刀一一一；製 、

図１海洋速報（平成１７年第１８号、５月３－１０日)。左：海流模式図、右海面水温図（黒潮大蛇行

並びに続流域の冷水リングが見える)。

２．地球規模海洋観測の急激な展開

かつて海洋観測と言えば、観測航海の計画を立て観測班を編成、観測船で決められた測点毎に各

畷観測をして|川1るイメージがあった。海上保安庁や気象庁など業務として海洋観測を行う機関にし

ても年匹ll1T1緯度の定線観測がj三で、黒潮や対馬暖流など''水周辺海域獅流の季節変動や大蛇行など
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について総観的な海洋情報が提供できるにすぎなかった。一方、ＮＯＡＡ衛星によって即時広域の海

面水温画.像が容易に得られるようになり、また黒潮開発利用研究（KER)などの観測研究プロジェ

クトにより、海洋の中にも冷水渦、暖水禍、あるいは沿岸急潮のように気象以上に激しい変動現象

があることがわかってきた。さらに、エルニーニョ南方振動現象（ＥＮＳＯ)のように赤道域の海洋現

象が大気現象と結合して大規模な気象変動を引き起こしていることがわかり、世界の気候変動に対

する海洋変動の重要性が認識されるに至った。翻って、船舶による海洋観測という博物学的な観測

手法では、広域の海況をほぼ同時にしかも繰り返し観測するというのは不可能である。他方、宇宙

技術については、ＮＯＡＡ衛星による海色・海面水温観測だけでなく、衛星搭載マイクロ波高度計に

よる海面高度計測、衛星利用データ収集システムや衛星測位システムが発展し、漂流ブイや係留系

から即時現場観測データも得られるようになり、地球規模で即時かつ繰り返し観測することができ

るようになってきた。海上保安庁が毎週発行している「海洋速報」（図１）でも、これらの情報が多

角的に利用されており、以下では、最近の黒潮流路の変動、大蛇行や冷水リング等の観測事例を紹

介する。

図２近年の黒潮大蛇行。左：発生期２００４年２月～８月、中：大蛇行期：２００４年９月～２００５

年３月、衰退期：２００５年４月～１０ﾉ1．

２１最近の黒潮流路変動とその観測

黒潮の最強流速はおおよそ４ノット、通常船舶のスピードは10-20ノット程度なので、黒潮に乗

るか乗らないかで２－４割もの増減が生じ、航海者にとって黒潮流路を把握することはたいへん重要

である。図２は、２００４年２月から２００５年１０月の黒潮流路の変動を示したものである。種子島南

東沖で発生した蛇行が約５ケ月かけて東進、伊豆海嶺に遮られる形で停留し、潮11'1Wから遠州灘沖に

かけて北緯３２度付近まで南方に迂FTIする流路を取る。これがいわゆる黒潮の大蛇行で、長いとき

には数年にわたり継続する。今回は、２００４年８月から２００５年７月まで約１年にわたって継続した。

大蛇行が生じるようになると、蛇行内側の冷水塊を巡る沿岸反流が生じ、東海沖から熊野灘沿岸の

水位が上昇したり、また、漁場が#''1合に移動したりするため社会・経済的な影響も大きい。２００５年

の７月になると蛇行の張り出しが小さくなるとともに、一部は伊豆海嶺を越えて流下、房総沖から

続流域の流路変動が激しくなる。そして１０月には、遠州灘沖の蛇行はすっかり消滅し直線流路を

呈するようになった。

図１の海洋速報は、大蛇行最盛期の５月のもので、遠州灘沖の大蛇行内側の冷水渦とともに続流

域南側に冷水渦、その東側にも冷水渦がある。伊豆諸島付近の黒漁|は、一部、伊豆海嶺を跨いで北
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流する傾向を呈しており、さらに三宅島を右回りに迂回する分枝流も現れている。これらの流れの

情報は、船舶から送信されたり、気象庁データ通信回線や漁業情報サービスセンター経由で受信し

た水温．海流の直接観測データ、ＮＯＡＡ衛星の赤外海面水温画像（図３)、TOPEX/ＰＯＳＥＩＤＯＮや

JASON-1などによる海面高度分布（図４)、などのデータを解析・編集したものである。このうち、

最も信頼度の高いデータは、船舶等による直接観測データであるが、得られるデータは限られてお

り、費用対効果も高く、いつでもどこでも観測すると言うわけにはゆかない。その点、衛星画像は、

雲で遮られない限り海面水温分布が面的に得られ、船舶観測ではなかなか掴めない渦や前線などの

形状分布が手に取るようにわかる。図３では、黒潮流IliIl1に沿って:最高水洲帯が延びるとともに、黒

潮蛇行内側の冷水域、房総半島南東沖の冷水渦リングなどが捉えられている。しかしながら、衛星

画像は海面分布だけで、海':'１の情報は得られない。人工衛星海而i<;i度計で得られる海面高度分布（図

３）は、静止水|iii（ジオイド）からのズレ（高低）を示しており、１ﾉﾘ|j《Iの南1111が＋２ｍ以上で最も

高く、親潮域や日本海は-'-1ｍ前後で低くなっている。地衡流の関係から、黒iilﾘ|などの海流は高いと

ころを右に見て流れており、’'１mが狭く急な斜面では流れが強く、’'１mが広く緩やかな斜面では流れは

弱くなっている。このことは、流軸の変動で黒潮の右になったり左になったりする八丈島の潮位が

1ｍ近く変動することからも確かめられている。一方、海面が高い所は'怪い水、Ⅷ低い所は重い水が

貯まっており、深層でアイソスタシーの関係が成り立っているとすると、高い所の躍層は深くザ低

い所の躍層は浅くなっていることを示している。すなわち、海面高度分布からは、流れや躍層の深

さなどの情報も得られる。しかし、海面高度計搭載衛星は、日本付近で約200kｍ間隔の準極軌道

上を１０「1毎に周り、しかも直下の海面高を測るだけなので、’'１小規模で時間変動の激しい海況を

把握するのは難しい。図４でも黒潮蛇行や冷水渦リングなどの流況は捉えられているものの、水深

が浅い沿岸部はノイズが多く白抜きになっており、図３に比べて海洋前線などの詳細はわかりにく

い。そこで、外洋域では、巾深海までの海況を地球

規模で三次元的に観測するためのＡｒｇｏ計画、沿岸

域では海洋短波レーダー観測が進められるようにな

ってきた。

図３ＮＯＡＡ衛星赤外liI1i像水温分布（海洋情報部で

受信したHRPTilhi像を合成。２００５年５月４)。暖色

が高温域、寒色が低温域を示す。東海沖に大蛇行、

続流南側に冷水渦、その東方にも蛇行と冷水渦があ

る。
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AltiimeterCI:Ｓ腿riicHeightA]H,omaly(、）
1喝。ＭＯＤＡS2DsurfacerelatWetolOOOmO5-蝿菖２００５ 図４人工衛星マイクロ波高度計による

海面高度偏差（無流面を1000ｍに設

定)。２００５年５月６日分。米国Naval

ResearhLaboratoryのＷｅｂsitｅ

http://www7320.nrlssc・navymil/altime

try/index・ｈｔｍｌより引用。
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２２Ａｒｇｏ計画一地球全体の海を三次元でリアルタイムに観測する

Ａｒｇｏ計画では、普段は1000ｍ深を漂流する中層フロートを使って、１０日ごとに2000ｍまで潜

って、そこから海面までの水温塩分のプロファイルを観測、衛星経由でデータを送ってくる（図５）。

この中層フロートを世界中の海に300kｍ間隔で計30001111il流し、１０日ごとに世界の海洋概況を把

握するのである。Ａｒｇｏ計画は、２０００年から始められ、２００６年１月現在２３６１個のフロートが展開

され（図６）、２００６年中に３０００個が達成するのが目標である。１０日ごとに３０００点での観測など

は多数の船を動員しても不可能で、特になかなか行く船のない南大洋などでの定期的に観測データ

が得られるようになったことは、海面高度計などの宇宙からの海洋観測とともに、ようやく地球規

模の海洋天気図ともいうべきものが１０日毎に出てくるようになる。すなわち、図１の海洋速報の

ようなものが地球規模で作られるようになり、海洋変動の実態が明らかになるとともに気候変動予

測などへの寄与が期待されている。

図５Ａｒｇｏフロート概念図（国際Ａｒgo、

ＨＰｈｔｔｐＷｗｗｗ,argo・ucsd､edu/より）

1000ｍ深を漂流、５－１０日ごとに

2000ｍまでの水温塩分プロファイルを観

測・伝送

－４１－



図６Ａｒｇｏフロートの展開状況（2006

年１月現在２３６１個)。Argolnfbrmation

Center、ＨＰより）

Ar即NelWorkⅢ
.Ａひ517.ＡL、(92）
山ＤＲＡZIL(3)
ｑCANADA【61）
仁ｃＨユＥい）
CHZlM(9)

ひ(ro5Tハn瓦八（１）

ｑｓｏｆＪＤｎｕＧｒｙ２００６
ＯぞUROPEAlWNに3）ＫＯｎＥＡＲＥｐＯＦ(36〕FnANcE(【6町
・ＧＥＲｌＷＷｙ(128）、AMURZ江ＵＳ(2)
Ｃｎｖｂ工Ａ(75）痔ノハEXrcO(1)

。ｴ…､（１）１１蝋hii鵬:周⑤JAP八Ｎ(３⑩）

２３６１Ａc十iにＦＩｏｑＴｓ
ＮＯＲＷＡＹ（９）
ＲＵ５ＳｎＷＦＥＤ（３）
SPAIN(6)

馬UNmEOKrNGDOAA(96）
ｐＵＮｒＴＥＤＳＷＩ祠二s〔12ﾖ6）

２３海洋短波レーダーの展開一変動の激しい沿岸海況を監視する。

スケールが300kｍ以下で変動の激しい海洋現象はＡｒｇｏフロートでは把握しきれず、特に黒潮な

どの西岸強化流が流れているところでは、すぐに流下してしまう。そこで、２Coo年ミレニアムプロ

ジェクトの日本版Ａｒｇｏ計画の中で、海上保安庁は、海洋短波レーダーを伊豆諸島海域に設置し、

黒潮流路の変動の監視をすることを試みた｡。

海洋短波レーダーの原理は、海岸の送信局から適当な周波数帯の電波を発射すると、その電波の

波長（L)の半分の波長を持つ海面波浪入＝L/２からの反射が強く返ってくる（Bragg散乱共鳴)。海

面波浪は、波長で決まる位相速度Ｃ=「（９入/２兀）＝「（gL/４７℃）で伝搬するので、反射してくる

電波はこの位相速度に応じたドップラー周波数シフトを受ける。この波浪が海流の上に乗っている

とすれば、さらに海流の速度分のドップラー周波数シフトが重なる。逆に反射波のドップラー周

波数シフトを測定し、それから波浪の位相速度分を引いてやれば海流が検出できる、というわけで

ある｡海上保安庁では､主周波数５ＭＨｚ(波長６０ｍ)､帯域幅１５kHz､観測幅約200kｍの米国CODAR

社製のＨＦレーダーを採用、野島埼と八丈島を基地局とした。それぞれのレーダーで視線方向の海

流成分が測定され、それを計算合成することによって海流ベクトル分布が求められる。現在の運用

では、距離１０kｍ、方位３度の分解能で３時間毎に観測するようになっている。図７は、２００５年５

月３日９:００の結果で、図１や図３と同時期のものである。黒潮は、八丈島の東側を北上し、房総沖

を北東方向に流下しているのがわかる。さらに八丈島の北東側では、反時計回りに迂回する分枝流

があり、また三宅島から新島付近を南西側から北に向かう分枝流も認められる。この時期のＡＱＵＡ

衛星海色画像（図９）には、黒潮の沿岸側の冷水域に植物プランクトン増殖による白濁域が写って

おり、ちょうど八丈島北東側の迂回流に対応していた。図３のＮＯＡＡ画像でも八丈島から北東に延

びる冷水帯が認められ、海洋短波レーダーはこのような詳細な海況を的確に捉えている事が確認さ

れた。海上保安庁では、引き続き、この海洋短波レーダーを運用、ＩＮＩＥＲＮＥ１ｒを通じてリアルタ

イムに０ﾄ豆諸i鳥の黒潮情報を提供してゆくこととしている。

さらに、漁業や航海など利用度が高く、しかも流れの変動が激しい沿岸海域の沿岸海域の流況監

視については、広域を連続的に観測できる海洋短波レーダーが非常に有効であると考えられ、今後

の展開が期待されている。
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図７海洋短波レーダーによる伊豆諸島海域の黒潮観測。左上、野島埼局から測った視線方向海流

成分。左下、八丈島局から測ったもの。右：両方の観測結果から計算合成した海流ベクトル（2005

年５月３日９，０)。

Ａｑｕａ衛星による海色画`像（2005年５月４日、NASA

httpWrapidfire・sci・Esfb・nasa・pov/Eauerv／から引用）。

図８

円Ｐ、

の
黒

潮蛇行内側の冷水禍に植物プランクトンのブルーミングによる白

濁分布が見られ、その模様は図１や図７の黒潮及び周辺の流れに

よく対･応している。

３．閉鎖性沿岸域のリアルタイム流況監視一東京湾モニタリング。ポスト

3］東京湾滴奥部の吹送流観測例

図９は、東京湾湾奥の東京灯標近くにおける１５日間の流れの観測例である。観測層は、海上風

の影響を考慮し、深さによる違いを見るため、海面下０５ｍ、1.5ｍ、３．０ｍ及び１０ｍとしている。

海面下０５ｍ層では、上段に掲げた海上風の変化とよく対･応しており、湾外に向かう風に対し同方

向に数％の流れが遅れなく発生していることがわかる。しかし、Ｌ５ｍ層になると発生する流れが弱

くなり、３ｍ肘になるとさらに弱くなるとともにＨによっては風と逆向きの流れとなっている。１０ｍ

－４３－



層になると湾外に向かう風に対し、表層とは逆に湾奥に向かう流れが発生している。また、１０ｍ層

では、表層に比べ上げ潮流・下げ潮流が規則正しく現れている。すなわち、東京湾のような沿岸内

湾域では、湾口などでは潮流成分が強いものの、湾奥部では潮流成分は弱くなり、海上風の影響を

受けた流れが強くなる。吹送流は、海面に作用する海上風の応力によるため、海面からの深さによ

る違いが大きく、図９のような湾奥部の場合は、陸岸地形の影響を受けて、表層は風の方向に流れ

るのに対し、下層ではその補流として逆向きの流れとなっている。潮流の場合は、摩擦の効く海底

付近以外では、それほど深さによる違いはないと考えられるものの、吹送流では、深さによる流れ

の違いが大きい。

図９東京湾湾奥部の

流れの観測例。表層付

近（0.5ｍ、Ｌ５ｍ層）

は海上風の影響を受け

た吹送流が卓越するの

に対し、下層(10ｍ)層

は、逆向きの補流傾向

となっている。
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３２束京湾の循環流

図１０は、冬季の北からの季節風による東京湾の月平均流である。全体的に見て時計回りの循環

となっている。この循環の発生理由は、長島１９８２によれば、おおよそ以下のように説明できる。

東京湾の地形は、最深部が西側に寄っていて千葉県側は神奈川県側よりも浅くなっている。海面か

ら海底まで積分した水柱（流量）を考えると、同じ北風の応力が作用しても、千葉県側では浅くな

っているため単位質量あたりの応力は大きく湾口に向かう加速度は大きくなり、逆に神奈川県側の

最深部では小さくなる。この地形による効果の差を考えると、積分流量で見て、北風では千葉県側

で南下し神奈川県側の最深域に沿って北上する時計回りの循環が発達することとなる。さらに、地

点毎に流れの鉛直分布を考えると、千葉県側では、循環の方向（南西）と風応力の方向（南）が同

じなので、海面付近の南西向きの流れは強くなり、F層ほど流れは小さくなる。逆に、神奈川県側

の最深域では、循環の方向（北東）と風応力の方向（南）が逆なので、表層では北東向きの流れが

抑えられ、海面付近では風とほぼ同方向の流れとなるもののすぐに逆向きの流れとなって、中層に

北東向きの流れの最強部を持つ潜流のような鉛直流速分布となる。すなわち、同じ風による吹送流

にしても、深さによる相違だけでなく、場所による違いも考える必要【がある。
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図１０風による東京湾の循環流。左：冬

季月平均流の観測例（佐藤1989)。右上

：鉛直積分循環流モデル計算結果、右下

：鉛直断面流速分布（長島1982)。
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3８東京湾の湧昇の観測

一方、図９のような湾奥部で、沖に向かう風が吹き表層で沖出しの流れが生じると、いわゆる沿

岸湧昇が起きて、表層の海水が風下に流されるとともに下層の海水が表層に上昇してくる。さらに、

成層が発達してコリオリの力が効きやすくなると、海上風の風上で湧昇が起きるだけでなく、風下

に向かう吹送流に対して右向きにコリオリの力が働き、表層の海水は右に寄せられ、左側の海域で

湧昇が発生するようになる。松|｣｣ほか１９９０の二層モデル実験によれば、北東風が１日程度連吹す

ると、東京湾では湾奥から千葉県側にかけて湧昇が発達し、風が止むと湧昇域が反時計回りに伝搬

し、１－２日後には東京沿岸から神奈川県側が湧昇域となる。図１１は、図１０の水温計付流速計で得

られた夏季の水温鉛直分布の時間変化である（小田巻ほか1991)。南風が吹き込むと木更津側に暖

かい海水が貯まり、横浜側には下層から冷水が湧昇し、風がやむとともに暖水域が千葉、東京に伝

搬していることが確認された。

以上のことから、東京湾が前節のような成層状態にあるとき、海上風を監視するとともに湾奥部

の適当な点で流れや水質の鉛直分布をモニタリングしておけば、青潮の原因となる湧昇を予測する

可能性が得られた。
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３４束京湾モニタリング・ポスト

－万、東京湾では、相変わらず富栄養状態が続き、貧酸素水塊による青潮の報告も続いており、

平成１１年には代表的な親水空間のお台場海浜公園にオイルボールが漂着する事態が発生、東京湾

の環境再生の重要性が再認識され、平成１３年に国の関係部局や地方自治体と連携した東京湾再蠣

プロジェクトが立ち上げられた（ この中で、東O/SAISEI/)。http://www1.kaiho・mlit・日ojp/ＫＡＮＫＹ

京湾再生のためには、陸域からの負荷削減策や海域の環境改善策の推進とともに、その評価検証等

のため東京湾の環境モニタリングの重要性が再確認された。そこで、海上,保安庁海洋情報部では、

従来の海洋汚染調査を継続するだけでなく、東京湾の流れや水質を常時監視し青潮等の湧昇発生予

測に資するため、モニタリングポストとして千葉灯標に自動昇降水質（水温。塩分。溶存酸素・ク

ロロフィルａ・濁度）測定システム、超音波流速プロファイラー、風向・風速計を設置し、平成１４

年から流れと水質のプロファイルの観測を開始した。毎正時に海面から海底まで観測された水質と

流れのデータは、直ちに陸上事務室に伝送され、インターネット上で公開され、時系列グラフなど

も見ることができる（ )。http://www４kaihomlit・日o,ip/kaihoweb/index､isp

図１２は、モニタリングポストにおける、２００４年８月末に発生した湧昇の観測例である。８月２７

日から３０日頃まで１０ｍ/ｓ弱の北東風が吹いていた。水温プロファイルの時間変化を見ると、北東

風が吹き始めた２６Ｆ|頃から、貧酸素水塊の指標である溶存酸素４３ｍl/1以下の底層冷水が湧昇し始

め、北東風最盛期の２９ｐには海面まで達している。その時、表願の流れは微弱であったのに対し、

底層の海面下８ｍ層付近では風と逆向きの約１５ｃｍ/ｓの流れが発生しており、この流れによって湾

奥に押し込められた、底噸の海水が陸岸にぶつかって湧昇してきているものと考えられた。８月３０

nには南南西の風に変わり、３１日には２０ｍ/s以上の風速に達した。この南南西風によって湧昇はた

だちに|こんで表層に達していた冷水は底層にもどった。この時､流れも反転し､３１上1には海Ijfi下1.5ｍ

から海底まで風と逆向きの南西流となり、海面下８ｍ層では３０ｃｍ/ｓに達した。９月１ｐ以降になる

－４６－



と、表層には冷水に替わって暖水が見られるようになった。

このように、今のところ一点ではあるが、流れと水質の鉛直プロファイルとともに海上風の変化

を連続観測することによって、青潮につながる湧昇発生過程を逐一把握することが可能となった。

今後、さらに観測事例が積み重ねられれば青潮の統計モデルによる発生予測が可能となり、被害軽

減などの対応もできるようになると思われる。

東の風が吹吉初めて１～１．５日で貧酸素水塊が海面付近にまで湧昇する
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４まとめと今後の課題

現代の海洋観測は、地球規模（Global)と地;域(Regional)、沿岸（Coastal)に分けられる。いずれ

も昔は船舶で観測するしかなかったが、宇宙技術をはじめとする関連科学技術の発展が、量。質と

もに大きな飛躍をもたらしている。地球規模では、赤外水温を始めとする衛星画像、さらにはマイ

クロ波高度計による海面水位分布など人工衛星リモート・センシング技術が実用化されている。特

に、マイクロ波海面高度は、天候によらずに決まった軌道に沿って定期的に観測データが得られる

ため、観測データ。アシミレーションの基礎データとして用いられている。これにＡｒｇｏ計画によ

って深層までの水温・塩分分布が定期的に得られるようになり、世界の海洋変動の実態が空間的に

も時間的にもようやく明らかになると期待される（http://wwwjamsteogomjp/J-ARGO／）。地域レ

ベルの海は、黒潮が流れる本州南方海域ぐらいの領域を指す。そこは沿岸航海や漁業など利用が活

発なだけでなく、黒潮や対馬暖流など強流が流れ、変動も激しいため、Global規模の観測では粗す

ぎる。そこで海洋短波レーダーによって流況の常時監視が試みられ、黒潮流路変動などの海象や、

台風などの気象の影響を受けた短期変動が明らかにされている。東京湾などの沿岸レベルの観測で

は、狭小領域ではあるものの、陸水や外洋水の流入による成層があり、青潮など底層水の湧昇が問

題になっており、その監視のためには流れや水質の鉛直分布を時間的にも連続に把握する必要があ

る。今までの沿岸域の観測は、月に－口程度であったため、変動の実態を明らかにすることはでき

なかった。そこでモニタリング。ポストで連続観測を行い、今のところ－点ではあるものの、沿岸

湧昇の実態を明らかにすることができた。また、沿岸湧昇には、地球自転によるコリオリカの作用

が効き、湾の右側・左側で現象が異なることから、湾の左右さらに湾奥と湾'１の違いが明らかにな

るような観測の多点化が望まれる。
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以上のように、地球規模でも地域規模、沿岸規模でも、船舶だけでなく宇宙技術など現象に応じ

た観測を展開することによって、新しい知見をもたらしている。これらの新しい観測技術の展開で

重要なのは、いずれも観測結果が、ほぼリアルタイムでかつインターネットで公開され、どこでも

誰でも生々しい海の情報が得られるようになったことである。船舶による観測でも、ＧＴＳ回線（気

象データ通信回線）を利用してリアルタイム性の向上が目指されるようになっている。最近、海洋

学関係者で使われている「Operational海洋学」とは、おそらく、気象の天気図のように「海の天

気図」が、地球規模、地域規模、沿岸規模で作られるようになることを指している思われるが、新

しい観測技術と、このような海の観測データのリアルタイム交換・公表ネットワークが実現のキー

になるものと思われる。さらに、観測データだけでなく、解析結果や予測モデル、さらには海洋デ

ータセンターのデータ・アーカイブなどもこのような海洋データ交換・公表ネットワークに結合し

て行くことが考えられている（ＵＳＤＯ/NOAA2004)。今後、地球環境問題から沿岸海洋の総合管理

に至るまで必要な海洋現場の情報を充実するためには、以上の海洋観測の新展開とともに、このよ

うなネットワークが拙築され、データや情報の共有化が進んでいくことが不可欠と思われる。
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沿岸河口域における稚魚の生態と環境

田中貢

京都大学フィールド科学教育研究センター
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新しい沿岸域利用のための海洋療法施設

堀田健拾

日本大学理工学部海洋建築工学科

１．はじめに

タラソテラピーとは、海洋療法と訳され、海洋性気候の下、海水。海藻、海泥などの海

の様々な資源を活用して、人間が本来待つ自然治癒力を用い、身体機能を高めていく自然

療法をいう。タラソテラピー(Thalassotherapie)と呼ばれているが、これは２つのギリシャ

語Thalassa(タラサ：海を意味する)とtherapiea（テラペイア：世話に由来する、治療。

療法）からきた造語で、１８６９年フランスの医師ドウ・ラ・ボルナデイエールが唱えた

もので、日本では海洋療法として訳されている。また、その定義は「治療の目的で、海

水と海藻そして大気と海洋性気候の特徴を組み合わせて活用するものである。この治療法

に必要なのは海岸地域の施設であり、これはあらゆる汚染を排除した新鮮な海水を取水で

きる特別の設備を持ち、微気候的に有名な土地に建てられる」としている')。

近年、わが国においても新しい沿岸域の利用として、タラソテラピーの施設が作られる

ようになった。発祥の地である地に|ｺ海を':'｡心とした地域では、治療方法も確立され、医学

的にも効果があることが証明され、保険制度も適用されているが、日本ではまだ医療施設

として認められてはおらず、健康増進施設として定着しつつある。これら療法の根拠とな

っているのは、上記のように海洋性気,候や、海水、海藻、海泥などに含まれているミネラ

ルを利用するとともに、海水を使った様々な治療方法が行われている。これら療法は主に

海水や真水を用いた、１）水治療法、また用いない２）無水治療、３)その他に分けられる

がこれら治療法の詳細については文末参考文献を参照されたい。

わが国に本格的なタラソテラピー施設ができたのは１９９２年三重県の鳥羽であった。

その後、環境にやさしい自然志向、自然治癒力、環境問題、健康志向やエステブーム、深

層水の利用、地域活性など社会的背景のなかで沿岸域の特性を活かした新しい施設として

期待がもたれてきた。

２．タラソテラピー施設について

タラソテラピーの一般的な施設配極を図１に示した。

施設は各種プールを｢|:i心に、個室施設として、イドロテラピー、キネジテラピーと呼ばれ

る水利療法、運動療法、作業療法などが行われる施設がおかれている。また、食事は重要

な療法の一つでレストランではこれら目的にあった料理が提供されている。
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図１施設レイアウトの例（テルムマランラグーナより）

これらタラソテラビーにおける効果については、日本の温・泉療法に見られるように、経験

的やまた医学的にも効果が実証されているもの多いことから、前述のようにヨーロッパや

地中海地域での施設は医師も常駐し、健康保険が適用されている。人々は長期休暇を利用

して治療や観光を楽しみながら利用しているようである。しかしながらこれら効果につい

て、たとえばプール浮遊によるリラクゼーション効果2)、慣れの問題、沿岸域の景色や波の

音がもたらす効果3)、マイナスイオンの効果などについては不明なものとされてきた。

筆者等はこれら効果について被験者による実験を通じて解明してきたが、ここではマイ

ナスイオンの効果について実験したものについて述べる。

ａタラソテラピーにおけるマイナスイオンの効果検証

タラソテラピー施設で代表的なリラクゼーションメニューのひとつに、リラクゼーショ

ンや疲労回復を目的としたものがあり、照明を落とし部屋でマイナスイオンを発生させ仰

臥しながら過ごすものがあり、人気を呼んでいる。しかしながら、これまでマイナスイオ

ンの効果については資料も少ない現状にあったが、本稿では、運動時においてマイナスイ

オンの有り無しによる心理的イメージの違い及び疲労について乳酸値を指標に実験を行っ

た結果について述べる。
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3.1実験方法

3J1.1実験施設

本実験の実験施設を図２に示したように設定し実験を行った。なお、施設サイズは2,945

×2,265×2,400(m､)である。

3.1.2実験環境

本実験の実験期間、環境条件、被験者、使用機器をまとめて、表１に示す。

3.1.3実験手順

本実験では、このマイナスイオン及び通常環境下において各環境で３回ずつ計６回の実

験を行った。被験者の前回の実験の疲労が残らないようにするため、また運動に対する慣

れや実験当日の体調も考慮するため、双環境の実験を週に１回ずつ１日置きに実験を行っ

ていった。実験手１１値を図３に示す。

鈴斥＝－－－－~￣騏凹■学一勇言÷宙一一一一一一一一■Ｐ ＝＝曙 ▲ 彼験宕

ｴｱｺﾝｰ塵I|￣
※②

、実験IMIア>i'ケート

②10分間安静 Ca'心拍数(安静時）

|評.i曹鰯響〔
議蕊蕊鱸i露&※④※①※④

團

③血中乳酸瀝度(運動前】

坐｣L二ｉｌＬ
④](i分間運動
｡８

１軽重二Ｅｉルゴメーター

マイナコ 常’

＠心拍数(連動時）
･）２９４５ (【

⑤血中乳酸濃度(運動後】

⑥SD法を用いた

形容詞対アンケート

｜
率

....」

⑦環境榮件アンケート

験後ﾏンケート

↓ 心理的彫臂終了生理的影響

図３実験手11頂
2,265

召 －勘

※：①～④は表１に示す‘

図２実験施設概要図

表１実験環境
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気中イオン遼麺I冠器※③気中イオンモニクーMODELSC-1U（株式会社シグマテック）
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3.1.4解析方法

心理解析は、ＳＤ法を用いた形容詞対アンケートの結果を用い、双方の環境ごとに統合し

て因子分析を行う。生理解析は、心拍数と血中乳酸濃度の結果を用いた。心拍数は運動時

からと安静時の平均心拍数を減じたものの時間経過による比較を行った。血中乳酸濃度は、

-５２－

ⅢＰ聲聴
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’｜④](分lH1運動

；鷺Ljﾙム

②'心拍数(安静時〉

③血中乳酸濃度(連動前）

7W￣１
④心拍数(連動時）

⑤血中乳酸懇度(j凰勤後）



運動後から運動前の血中乳酸濃度を減じたものを指標とした。

3.2心理解析

3.2.1形容詞対アンケートプロフィール

全被験者平均プロフィール結果を図４に示す。この図から全体的にマイナスイオン環境

下の方が通常環境下よりも評価が右側に傾いていることが分かり、２４項目中１９項目におい

てマイナスイオン環境下の方が通常環境下よりも高い評価となった。さらに、各項目にお

いて２群の平均値の差の検定(以降、ｔ検定と示していく）を行ったところ、「不純な－純粋

な｣「くすんだ－鮮やかな｣「ごてごてした－すっきりとした｣｢不快な－快適な｣の４項目にお

いて有意差がみられた(P＜００５)。これらの項目から全体的な印象として“快適ですっきり

としたイメージ”であると考えられる。これらから、全体的にマイナスイオン環境下の方

が通常環境下よりよい印象で運動が行うことができていたことが推測される。
－３－２－１ｎｌ２３
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形容詞対アンケートプロフィール

3.2.2形容詞対アンケート因子分析

マイナスイオン及び通常環境下での運動や．傾向をより具体的に把握していくため、因子

分析を行う。また、個々の変数におけるサンプリング適切性(以降MASiと示していく）を考

慮した結果、「重い－軽い｣｢不純な－純粋な｣｢陰気な－陽気な｣の３変数を削除し、分析方

法はバリマックス法により因子Ililllを回転させた。その結果、５つの因子軸が抽出され、第５

因子までの累積寄与率が68.016％となり、さらにKaiser-Meyer-Olkinのサンプリング適切

性基準(以降ＫＭＯと示していく）も0790(Mi〔ldling：まずまず)となった。その結果得られ

た因子負荷量を表Zに示す。

そこで、因子負荷量０４００以上を基準とし、各因子を第１因子から『娯楽感』『安心感』

『開放感』『雰囲気』『親しみ』と解釈した。また、因子分析により得られた因子得点を各

環境で各閃子得点を階級化し、各環境において軸ごとに比較・検討を行っていく。その結

果を図５に示す。その結果からマイナスイオン環境下において『開放感』『雰囲気』を強く

感じており、『雰囲気』では有意な差がみられ(P＜００５)、『開放感』では有意な傾向がみら

れた(P＜0.1)。この結果からマイナスイオン環境下での運動中の空間を評価する因子である
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表２因子負荷量表
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図５因子得点レーダーチャート
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と考えられるため、その環境を高く評llILていたと推測する。以上から考察すると、マイ

ナスイオン環境下において運動を行う場合、心理的にはマイナスイオン環境という空間的

な印象は常によい評価であるが、回数を重ねるごとにより徐々に施設環境に対する慣れが

生じてくると推測する。しかし、マイナスイオン環境下で運動する方が通常環境下よりも

“リラックス感'，が増すので、マイナスイオン環境下は心理的な負担を軽くする働きを持

つと推測する。

3ユ３環境条件アンケートプロフィール

全被験者平均プロフィール結果を図６に示す。この図から全体的にみてもマイナスイオ

ン環境下と通常環境下双方において、ほぼ同様の評価をしていること分かる。特徴的な項

目として、「音楽の有無｣｢周囲の音｣「目の開閉｣｢空間の広さ｣の４項目において双方の環境

とも“あった方がよい、小さい、開けた方がよい、狭い”と評価していた。また、各項目

においてt検定を行ったところ、「エアロバイクの高さ｣の１項目において有意な傾向がみら

れた(P＜0.1)。さらに、運動時の室内環境を把握する上で特に重要であると考えられる｢運

動感覚｣｢アシスタントの必要性｣｢補助器具の必要性｣｢負荷の強さ｣の項目に関して、有意差

はみられないが、「運動感覚｣｢負荷の強さ｣において、マイナスイオン環境下の方が通常環

境下よりもより運動感覚が快適で、より負荷の強さが弱いと評価しているため、マイナス

イオン環境下の方が楽に運動を行う環境であったことと推測する。
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3.2.3環境条件アンケート因子分析

マイナスイオン及び通常環境下での運動や運動回数ごとの傾向をより具体的に把握して

いくため、因子分析を行う。また、MASiを考慮した結果、「運動感覚｣｢エアロパイクの高

さ｣｢負荷の強さ｣｢臭い｣の４変数を削除し、分析方法はパリマツクス法により因子軸を回転

させた｡その結果､４つの因子軸が抽出され､第４因子までの累積寄与率が64.145％となり、

さらにＫＭＯ＝０７２２(Mid(11ing:まずまず)となった。その結果得られた肘子負荷量を表３に

示す。

表３因子負荷量 幽捌抵成
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そこで、因子負荷型0.400以上を基準とし、各因子を第１因子から『空間構成』『補助作

業』『周辺構成』『直接影騨』と解釈した。

また、因子分析により得られた因子得点を各環境で各因子得点を階級化し、各環境にお

いて軸ごとに比較・検討を行っていく。その結果を図７に示す。全被験者の結果から有意

な差はみられなかったが、『空間榊成』『補助作業』においてマイナスイオン環境下の方が

それぞれ“よい、不必要'，と評ｲll1iしていたため、マイナスイオンの効果により運動が楽に

行うことができたと推測する。また、『周辺構成』『直接影響』では、通常環境下の方が“よ

い、弱い”と評,価していたため、通常環境下の方が周囲が気にならず、そのため影響も小

さかったと推測する。

3.2.4環境条件との因子得点との相関性

環境条件アンケートより得られた結果と形容詞対アンケートの因子分析より得られた因

子得点との回帰分析を行い、回帰直線を算出し、これらの当てはまり具合(決定係数)から

相関関係を把握していく。その結果をまとめたものを表４に示す。マイナスイオン環境下

と通常環境下とで関連性のみられる項目は同程度である結果となり、

双方の環境下において同様の環境で差のみられない評価となった項目がみられたが、マイ

ナスイオン環境下の力が運動しやすいといった評価である項１１の力が多く挙げられ、それ

らの項目はマイナスイオンの効果によるものと考えられるものが多かった。これらの結果

からマイナスイオン環境下の方通常環境下よりも運動しやすい環境であると推測する。

3.3生理解析

3.3.1心拍数

１分ごとに平均し、運動時から安静時の平均心拍数を減じたものを指標とし、双方の環境

－５５－
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とを｜検定を行い、時間ごとに比較したものを図７に示す。最初の１，２分にでマイナスイ

オン環境下の方が低い数値を示しているが、その後はばらつきがみられ、最後の８，９分に

再びマイナスイオン環境下の方が低い数値になり、有意な差はみられなかったものの運動

後半になり心拍数の抑制効果がみられる結果となった。これは、マイナスイオンの効果が

徐々にあらわれたためと考えられる。また、マイナスイオンは直接|｜に見えるような刺激

ではなく、その効果は身体に感じにくいと考えられる。

3.3.2血中乳酸濃度

運動後のlhl中乳酸濃度から運動前の１１Ⅱ中乳酸濃度を減じたもの(以降、この指標を運動前

後差と示していく）を指標とし、全被験者平均、回数別平均ごとに示す。

全被験者における運動前後差を図８に示す。この結果、マイナスイオン環境下では

3.04(mmol/1)、通常環境下では377(mmol/1)という結果となり、マイナスイオン環境下の方

が通常環境下よりも血中乳酸濃度が抑制されたことが分かる｡また､t検定を行ったところ、

有意な傾向がみられた(P＜０１)。さらに個別のデータから、実験30組(マイナスイオン及び

通常環境下での比較を１組とする)中２３組において、マイナスイオン環境下での血中乳酸

濃度が低い数値を示した。よって、マイナスイオンが、運動中に産生される乳酸を中和分

藤したと推測する。
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４．まとめ

これらの結果から、運動時におけるマイナスイオンの効果はイオン濃度に限らず、運動

中は快適な気分であり、また、心拍数の増加を抑制し、乳酸も中和分解するが、その効果

は遅効性であり、心拍数の上昇が安定し、疲労が蓄積され始める段階で効果があらわれる

と考えられる。よって、有酸素運動などの長時間ゆっくり行う運動に適していると推測で

きるため、利用可能性が示唆された。

タラソテラピー施設は自然治癒力を助長させながら、食事療法も含め総合的に効果を得

ようとするものである。効果はてきめんとは行かないまでも、スローであるが確実性が

高いというところが人気の的になっていよう。高齢少子社会にあって楽しみながら健康増

進や予防医学療法の一つとして今後、地域ごとに作られ利用されていく方向にある。

参考文献

１）志村秀明「タラソテラピー概論」現代書林１９９６

２）堀H1健治、「海洋療法施設｣の計画に関する研究、その１塩水プール浮遊時の心理。生

理効果関する実験的研究」｜｣本建築学会計画系論文集Ｎｏ．５３０，２０００年４月

３）崔鍾仁、堀田健治「超音波を含む波の再生音が人間の心理・生理に及ぼす画億おいに

関する研究：聴覚誘発電位の挙動・心理。性格検査を用いてその１」日本建築学会

計画系論文集Ｎｏ．５６３１月２００３年

４）斎藤洋腸「海洋療法施設における高濃度酸素下・マイナスイオン環境下での運動に関

する実験的研究｣日本大学大学院理工学研究科海洋建築工学専攻修士論文２００１３

５）アメリカスポーツ医学会「アメリカスポーツ医学会報告」アメリカスポーツ医学会

６月１９９９年

６）堀清記、中田腱次郎、小野桂市、河野節子「健康と運動の生理学」金芳党19874
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ハリケーン･カトリーナ災害

河田恵昭

京都大学防災研究所巨大災害研究センター

１．まえがき

このハリケーン災害は，1,300人以上の犠牲者と２，０００億ドルという被害をもたらした巨大災害であ

った.人的被害を見る限り，アメリカ合衆国の８０年前に戻ったことになるカトリーナは図１のように

メキシコ湾を北上してミシシッピー川の河口付近

に上陸した．上陸直前までカテゴリー５という最

強のハリケーン（最低気圧902hPaは史上６位に

当る）に成長した．米国に上陸した時の中心気圧

920hPaは記録史上３位に当るテキサス州から

フロリダ半島沖のメキシコ瀦沿岸では陸棚が発達

しているので，高潮が増幅しやすく，同様に陸棚

が発達したベンガル湾と''1じく，１０ｍ近いi1l1ll位,偏

差が起こりえる

このハリケーンは，米Ｉ型l大気海洋庁によって正

確に特性が捕捉され，広報されてきた．災害情報

は十分あったことがわかっているにもかかわら

ず大きな被害が発生した．なぜこのような巨大災

害になってしまったのか,この理由をＩｍらかにし，

わが国の高潮防災に寄与することが本論文の目的

である．

霧１． ｻﾞulWLn二m死

図１カトリーナの軌跡と高潮による流れの方向，巨

大高潮の発生域

２カトリーナによる被害発生過程とその特徴

カトリーナはルイジアナ州に上陸し，ほぼ真北

に向かって移動した．この移動速度が時速２０か

ら２５kｍと極めて遅かったことも，商潮氾濫災害

を拡大した一因である

高潮は吸い上げと１次き寄せによって起こるが，

圧倒的に後者の方が大きい．すなわち，進行方向

の右手側に大きな高潮が発生することになる．事

実，ミシシッピー州ビロクシやウェーブランドは

およそ２８フィート（８４ｍ）の高潮に襲われ，海

岸付近の住宅街や市街地は壊滅した．写真１と２

はその光景であって，高潮と南波によって鉱筋．

議藝蝋11！

写真１沿岸のコンクリート建物の全壊(ピロシキ）
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ンクリート造の建物も大きく被災し，また，防潮

林の中に点在する住宅も全壊，流失しているそ

こで，ここではニューオーリンズとビロクシ周辺

地域の被災過程を示してみよう

（１）ニューオーリンズ：

誰も堤防が決壊するとは考えていなかった．写

真3は第１７番街運河の右岸の破堤口付近の被災

住宅である実際に起こった悲惨さを誰も想､像す

ることができなかった．だから，連邦政府，州政

府，市政府のそれぞれの担当の化｣「の範囲内で必

要な情報が発信された．避難勧告はニューオーリ

ンズ市によってハリケーンが上陸する前日の８月

２８日に発表され，テレビでも報道されている.し

かしこの街が前回ハリケーン災害で被害を受け

たのは1965年の40年前に付近に上陸したハリケ

ーン・ベッティ以来であって，IlJ民のほとんどは

そのことを経験していないし経験しても忘れて

いたと言ってもよい（ニューオーリンズ市民の平

均年齢は33歳である)．わが国のような災害多発

国でも教訓が長く受け継がれるのは困難であり，

ニューオーリンズが同じ状況であったことは想・像

に難くない．

さて，ニューオーリンズ付･近には正確な潮位記

写真２防潮林の中の住宅の全壊(ウエプランド）

写真３第１７癬街運河の堤防壁破堤付近⑩轤害

さて，ニューオーリンズ付近には正確な潮位記録がないので，高潮が最高潮位になった時間は今のと

ころ不明である．ただし，ミシシッピー州の沿岸都市の被害状況から，ハリケーンがミシシッピー川河

口に近いルイジアナ州プラス（ニューオーリンズの東南100kｍ）付近に上|産したのが２９１二|午前１１時
￣ｔｌ５５ＷＴ】lru■Ｐ１ＪBZzb…－－，２kぜ｡￣ラェｉｌＬＭ４

１０分時頃である．

その前後からルイジアナ，ミシッシッピー両州

の沿岸付近の海面は急激に上昇し，そのためニュ

ーオーリンズの北部に位置するポンチャートレー

ン湖は広範囲にメキシコ湾とつながり，そこにも

メキシコ湾から大量の海水が流入したと推察され

る図２に示すように,②の第17番街運河付近の

市民から市当局に堤防が破堤したという情報は午

前10時45分頃に寄せられたことがわかっている

この破堤は越流:破堤ではなく，図３のように増水

による水圧増加によって根入れ深さが不足した堤

防壁が６０ｍにわたって市街地側に移動するとい

う信じられない事態が発生し，氾濫水が市街地に

流入したわけである．堤防壁付近の地盤高は堤防

脚部からおよそ２ｍ低い位澄にあるから，氾濫水

の水深は５ｍ以上あったと考えられる破堤付近

にはそれを証明する直径50ｍ以上の洗掘穴が残

っているのはこれを物語っている．

|Ｉ

Ｉ

図２ニューオーリンズ市での運河の破堤地点

鐵

聯ｉｉｌｊｉｉｌ蕊：
図３１７番街i運河の堤防壁の破堤メカニズム
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最初の浸水が始まったのは，マスメディアによるとニューオーリンズの最低地である第９地区の堤防

壁①（ミシシッピー川と湖を結ぶ工業運河）からの越流浸水と報道されているが，高潮の伝播速度がハ

リケーンの上陸前後の移動速度２５km/時であったと考えられるので，図2の①，②とロンドン街運河の

③ではほぼ同時に砿堤したと考えてよい．しかも工業運河にはミシシッピー川とポンチヤートレーン湖

の水位差調節用の閥門が設けられているので，この運河の増水は前述した第１７番街運河と相違し，直

接ポンチヤートレーン湖の増水が影響したわけではない．その過程は次のようであったと考えられる．

１）まず東方のボルグ湖の湖岸堤防が高潮によ

るメキシコ湾の水位上昇で数カ所以上破堤し，そ

の氾濫流は西部の市街地に向かった。２）これが

工業運河の東側防潮壁に達し，水`位上昇が起こっ

て，図４のような越流による堤防壁の脚部洗掘が

起こり，堤防壁が横倒しになって破堤した．写真

4は市街地から工業運河への流入を示しており，

この過程の妥当性を示している．３）これによっ

て工業運河の水位が上昇し，やがて西側防潮壁を

越流して，東側防潮壁と同様の被災メカニズムで

破堤して，第９地区が水没したのであろうこれ

らの浸水過程でおよそ１０億トンの氾濫水が市街

地に流入したことがわかっている

いずれにしても破堤によって堤防壁のマウンド

が洗掘され大量の海水と土砂が市街地に流入した

ことは間違いない．しかも，堤防，マウンドの土

砂は細粒であったので，破堤口から大量かつ遠方

の地域まで運搬され,浸水域に堆積したのである．

破堤口付近の家屋の被災状況は,2004年のインド

洋大津波が来襲した地域とよく似ており，レンガ

造の住宅が木っ端微塵に崩壊していた市街地の

大量の死者発生は，単なる市街地の浸水深の増加

で逃げ遅れて死亡したのではないことが理解でき

る．

Ｉ

園４エ蝋趣河鱒堤防壁の破職メカニズム

写真４エ業運河の璽繍の防潮壁が運河側に倒れ

ていることを示す写真

（２）ビロクシ，ウェーブランド，ガルフポートなどのミシシッピー州の沿岸諸都市：

最大２８フィート（約８４ｍ）の高潮が来襲している．暴風によって発達した風波は水深の０６倍程度

まで砕波しないので，最高潮.位では波高5ｍの波が重なって海岸に来襲していることになる．これら

の複数の波が建物や構造物の前面で砕波するようになると衝撃砕波圧が発生し，簡単に破壊される．

ビロクシの海岸にあった写嵐1の鉄筋コンクリート造のマンションが全壊したのはこの理由による．

ミシシッピー州のこの付近の海岸には防潮堤などは一切なく幅の広い（およそ100ｍ以上）砂浜の自

然海浜が前面にあり，背後に幅数kｍ以上の松の防潮林が存在している。しかし，これだけの規模の

高潮が起こると防潮林の効果が減殺される林の中に点在する住宅が強風と高潮・高波の組み合わせ

の外力を受けて大きな被害が発生しているただし，被害が大きい割りには，復旧作業している住民

や明らかに外部からやってきた建設業者が重機類を搬入し作業する姿がここかしこに見られた．ニ

ューオーリンズ市街から離れるにつれて浸水被災地が電気も復旧せず,住民の姿がほとんど見られな

いゴーストタウンになっているのと比べて際だって異なっているこの差は，自助能力すなわち住民

の貧富の差が現れていると考えられる．

－６０－



３.犢報複合災害の発生

ここで情報複合災害をつぎのように定義する：情報不足と欠陥，情報無視もしくは軽視のみならず行

政，住民が最悪のシナリオの発生を予想できず高を括っていることが重なって，被害が拡大する災害で

あるハリケーン・カトリーナ災害はまさにこのような災害であった．

では，そのようになった過程を次に示してみよう

。８月２８日（上陸１日前)：ニューオーリンズ市は避難勧告を発令し，テレビでも報道されるル

イジアナ州兵は２，０００人出動，州都バトン・ルージュに設けられたJFO（JointFieldOffice）に

は１５名，ＤＲＣ（DisasterResponseCenter）には５７名のＦＥＭＡ(FederalEmergency

ManagementAgency;連邦危機管理庁)の職員が出動していた．これらのことは，ＦＥＭＡの出動

が決して遅すぎたわけでもなく，州政府も準備していたことがわかる

。８月２９日：州兵は4,529名が出動．ニューオーリンズ市内で運河の３箇所で破堤氾濫市域の

８０％が浸水ハリケーンの進行速度が時速25kｍと非常に遅く，高}''’1の潮位上昇が長時間継続し

たので,大量の高速氾濫流が市街地を急激に浸水させたので住民はjUli難はできない状態にあった．

・８月３０１］：州兵5,207名が出動スーパードームに避難した１９，０００名の避難者への対応が始ま

る．９月３日にはバス８２２台，航空機（ヘリコプターを含む）１００機が出動．10,311名の被災者

をヘリコプターで安全な場所に避難させた．

これらの事実経過を検討すれば，関･係当局の対応が致命的に遅かったことが理由であるとは断言はで

きない著者らの現地ヒアリングからは，つぎのような問題が浮かび上がってきた．

１）関係者はもとよりニューオーリンズ市民の誰もが，高潮で堤防が破堤することを想像しなかっ

た．普通，コンクリート製の堤防や護岸は越流を許しても破堤するとは考えられない．ところ

が，マウンド上のコンクリート壁が破壊されると，マウンドが高速の氾濫流で洗われるので，

大量の土砂が71丁街地に流入することになるしかも，海水は無尽職にあるから，破堤しても海

側の水面は低下しない．そのため破堤口のみならず広い範囲で氾濫浸水と土砂の堆積が発生

した．

２）破堤氾濫という最悪の事態を関係者が想定しなかったために情報があったにもかかわらず，

それを-'一分活ルルて被害を小さくするという行動が伴わなかった．ミシシッピー州では巨大な

高潮が来襲したにもかかわらず人的被害が少なかったのは，松林の中に住宅が点在する居住形

態であって，住民が少なかったことや市街地がこの防潮林で守られていたからである．

３）フロリダ,ミシシッピー,ルイジアナ,アラバマなど１０州以上にまたがる広域災害であって(被

災地面積は英国本土に匹敵する約２４万平方キロ)，災害対応のための情報連携がうまく進まな

かった．

４）ニューオーリンズ市の１８歳以|くの市民では，約４０％が生活保護を受けているしたがって，高

等教育を受ける機会が限られ，情報活用という知恵が働きにくかった．災害対応が現場でうま

く進まなかったのは，貧困が原囚しているといってもよい．被災地の対応や光景は2004年のイ

ンド洋大津波に襲われた途上国のそれらと酷似していたことはこの指摘を裏付けている．

このように防災関係機関のみならず住民も情報を生かしきっていない，言い換えれば情報不足では

なく，事態の深刻さの理解に欠けていたことが悲劇の最大の原因であろう．最悪の事態を想像できない

ということや，連邦政府，州政府，市政府に共通の危機管理のICS(IncidentCommandSystem)が政治

家の思惑に左右されて十分に機能を発揮しなかったことも原因となっている．これらはすべて情報に関

係する原因であって,それが複雑に絡み合って今回の悲惨な災害につながったといえるその他に２００１

年のＷＴＯ同時多発テロ事件以降,国士安全保障省(ＨＳＤ)に吸収された連邦危機管理庁の地位低下や，

連邦対応計画が国家対応計iTI1iに充実されたが，伝統的な災害後の対応埴視体iliUがまだ事前対応重視に実
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質的に変わっていないことなどが指摘できる，

4.あとがき

今回の災害の最大の教訓は,悲劇的な災害が起こると誰も事前に真剣に考えていなかったことによる。

被害額が2,000億ドルに対して事前にカテゴリー５に対応した堤防強化に２０億ドル投資しておけば被

害が発生しないといわれているが，実際にはカテゴリー３に対応した堤防整備（総額７．３８億ドル）で，

2005年の投資予定額は００５億ドルであった．しかし，このような利益ＢとコストＣの比が100である

ことが事前にわかっていたとしても実行はされなかったであろう．人口５０万人のニューオーリンズを

守るために，2,000億円は投資できないのであるこのように防災投資をするのかしないのかの選択で

はなしに，越流したときに，あるいは越流する前に堤防が破堤しないようにすることは，堤防建設に比

べてはるかに安いはずである．ある程度の越流による浸水を許しても，最悪シナリオの発生は断固阻止

するという行政側の決心がなかったところにこの災害の悲劇がある

この事情は直下型地震の発生を想定していなかった阪神・淡路大震災でも同じであった．起こらない

限り真剣に対応を進めないという悪弊は万国共通なのであろう。わが国の首都直下地震や東海･東南海。

南海地震の発生の切迫性が強まる中，住民や政府．自治体の防災担当者などが情報活用や連携をもっと

実践的に進めないと情報複合災害としてのハリケーン『カトリーナ』の悲劇がわが国でも起こるといえ

る．
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■午後の部討論

●大山（司会）私は土木学会所属で日本海洋工学会運営委員の大山です。本日の午後の

部の司会を務めますが、よろしくお願い致します。それでは午後の部のご講演を頂いた先

生方へのご質問やご意見を頂きたいと思います。

●111本（土木学会）土木学会に所属する山本です。河111先生にお伺いします。堤防破堤

について技術iliiから、いったいどういう考えの設計になっていたのかという事が分かれば

お答え頂きたいと思います。

●河田まだ結論は１１}ていません。といいますのは、現場で設計図どおりに工事が行われ

たかどうかのチェックが終わっていないのです。ですから、水面が上がったときの水圧と

士圧との関係の議論をこれからやろうとしているのです。これにはアメリカの土木学会が

調査委員会に入っているため、そちらの方からきちんと評価したものが出てくると思いま

す。今のところは分かっていません。もちろん工学的な側面からの設計が妥当であったか

どうかというチェックはやろうとしていると考えて頂いていいと思います。

●山本そうすると既往の水位はどこぐらいまで耐えられるということは分かっているの

でしょうか。

●河、カテゴリー３の高潮であるという変な設計条件になっていますが、要は越流して

も破堤しないという条件で設計しているので、越流した後の破壊過程については検討して

いなかったことが分かります。

①山本既往ではどこまで水位が来たことがあるのでしょうか。

●河田１９６５年のハリケーン「ベッツイー」の時の水位がそのまま使われていると聞いて

います。そのときのハリケーンはカテゴリー３だったそうです。

●山本それは先程の図面でいうとどの程度の水位に相当する場所でしょうか。

⑪河田マウンド上十６５ｍという数字が英文の報告書に戦っていたので、６５ｍだと思い

ます。多分１９６５年の既往の水位の結果はないと思います。実は現地では地盤沈下が進ん

でいて、きちんと測っていないのです。地盤沈下の継続''１の工事だったので、当初の計画

図どおりはできていないと思います。その辺のデータが全然残っていないのです。

●山本普通の常識的な自立堤・壁で単純にどのくらいの水圧のlljlえるかということを考

えると、天端から根入れのところまで、おそらくもろに水圧を受けていくだろうと思いま

す。そうすると左側のプロテクトされる側が殆ど水圧なしで土砂も一緒に単純に水圧で押

されているのではないかと想・像されるのです。そうであれば既往でどこまで上がってどこ
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まで持っていったかがもう少しでも分かると原因の解明に繋がるのではないかと思いお伺

いしました。ありがとうございました。

●原田（土木学会）土木学会の原田です。先程の０ｍ地辮に対するわが国の対応策とい

うことで、河田先生のお話の範囲では頭ではよく理解できるのですが、大変な金額がかか

るのではないかという気がします。これだけ公共事業が縮小されていくときに、河川堤防

や海岸堤防はどうあるべきかということについてはいかがでしょうか。

鶴河田大変難しい問題だと思いますが、日本の場合は地震があるので堤防の嵩を高くす

るだけでは収まらないのです。地震時の安定性の問題がありますＴ例えば大阪の場合は、

もうこれ以上嵩上げできないのです。地震動を考えると、樹上げすると地震の時に転倒し

てしまうので、今の設計条件ではこれ以上高くできないのです。高くするのであれば根本

からやり直さなければいけないので、膨大なお金がかかる事が分かっています。そうなる

と、大阪の場合は高潮だけでなく津波も来るので、人的な被害をできるだけ出さないとい

う事を念頭に置くことです。すなわち今できることは何かというと、情報を駆使して人的

な被害を軽減するという事から始めるわけです。その次に市街地に入る水の量をどうコン

トロールするかです。そうすると越流して入るものと、今回の破堤して入るものでは量が

全然違うので、少なくとも越流氾濫は許容しても破堤氾濫は許容しないという構造にしな

いといけないだろうと思います。その方法については色々あります。それをやった後、０ｍ

地帯にどういう形で水が行くかということを考えたときに、次に考えられるのは、市街地

の二線堤の問題だと思います。どういう事かというと、今の道路の建設は殆どが浸水を想

定せずに作っています。ところが中央分離帯を二線堤に使うことは十分可能なのです。す

なわち、氾濫水の伝播する特性を変えるということは、今の道路網を使えばかなりできる

訳で、守るべきところとそうでないところをl唆別せざるをえないのです。面的に全部を守

るのは無理でも、こことこことここは守らなければいけないといった選択の問題が市街地

の中では出てくると思います。市街地全部を同じレベルで守るということは不可能ですの

で､そういう重要度を考えざるをえないという対･策が進められるのではないかと思います。

●司会非常に重要な問題なので、ご意見がある方はどうぞお願いします。今、重要度と

いう話がありましたが､jl1要度をどうやって判断するかも一つの大きな問題だと思います。

何かご意見ありませんでしょうか。

●河田２００５年の３月３１１]に、わが国の津波防災のあり方について北側国土交通大臣に

提言を出したのですが、その時に次の東海、東南海、南海地震津波災害に間に合わなくて

もまた１００年経てばその次が来るので、ここで抜本的な対･策をやらなければいけないとい

う内容を盛り込んだのです｡今､津波氾濫のハザードマップが非常に普及してきています。

これは住民避難用に使っています。自分の住んでいる所に浸水が起これば何ｍの深さにな

るか、かなり精度高く評(IHiされています。ですから事前に被害を受けたらどうするかとい

うことの復興計画をきちんと考えてもらうことです。５ｍ以上の浸水が発生するところで

は、土地の所有者の勝手気ままな再建を許さないという、公共事業で地上げをするような
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抜本的な方針を立てていかざるをえないのです。そういうことが可能かどうかということ

は時間がかかるので、検討してもらわなければいけません。これまで新潟県１１１越地震でも

阪神・淡路大震災でも、復旧事業と復興事業は法的にははっきりした差があるのです。復

旧財源はあるけれど復興財源はないという建前が財務省から出ていますが、法的な根拠は

何もないのです。政府にいわせると、十分いい復興計画を作るには時間がなさすぎるだろ

うから、当面は復旧に全力を挙げるということで、これまで新潟県中越地震でもやってき

ました。ですが、もし時間があって復興計画が成立するのであれば、復旧のところから復

興へどういう風に財源を廻すのかを考えることも可能なのです。例えば新潟県''二'越地震で

あれば、ある地域とある地域を結ぶ道路が３本あった時に、その内の１本は破棄するとい

う形での復旧もあってもいいのです。その代わり復|H財源を復興に持ってくるということ

も、事前に十分検討してもいいということが分かっているので、そういう流れを作ってい

かないとこれだけ公共事業に使えるお金がないとなると、災害があっても元通りにすらな

らない危'倹性があります。そこのところを、ハザードマップを単に,住民の避難川だけに使

うということでは大変もったいないと思いますので、法的規制をかけるように持っていか

ないといけないと思います。

●司会これに関連して．他に意見があるようでしたら発言をお願いします。ほかの３つの

話題もありますので、全体で何かご質問がありましたらお願いします。

●久、（ゼネシス）株式会社ゼネシスの久田とＩ１Ｌます。国-k交通省のＯＢです。小田

巻さんに質問させて頂きたいと思います。ＡＲＧＯ観測計画の結果、どういう事が分かって

くるのか。私がその中で一番期待しているのが、海洋大循環が2010～2020年の間に急速

に弱まる或いは止まるかもしれないというレポートがあり、これを相当の精度で予測する

ことが可能になるのかどうか脚味があるのですが、いかがでしょうか。

●小田巻おっしゃるとおりかもしれません。ＡＲＧＯ計画では、観測船がなかなか行けな

いような世界中の海にＡＲＧＯフロートを展開しています。私達海上保安庁は、南極観測隊

に参加して海洋観測を担当していますが､海洋研究開発機構からＡＲＧＯフロートを預かり、

極地研の方と一緒に南極海に投入しました。今まで南極海は、定期的に行って海洋観測す

るのはわが国の「しらせ」とオーストラリアの船等で､なかなかデータがなかったのです。

一昨年あたりにアメリカの船が大肚にＡＲＧＯフロートを投入しました｡わが国も「しらせ」

で数個を投入しました｡南極海の水温や塩分が水深2,000ｍまで１０日おきに分かるのです。

南極海はl阯界の深層循環にとって、大西洋で沈んだ海水が南極海を通って太ilA洋の深層に

入り上がってきて、また大西洋に戻るコンベアベルトの川廊を果たしており、１１t界の気候

に影響を与える非常に重要なものです。我々の南極観測隊の観測でも、南極海の横断線の

水温が上昇傾向にあるのです。一旦深層循環の流れが止まると、熱の流れが変わるのでド

ラスチックに気候が変わるといわれており、今度のＡＲＧＯ計画では、南極海、南大洋で海

洋や気l炎がどのような変動を示すのか、その実態が解|ﾘ]され世界の気候変動の端緒を捕ま

えることができると期待しています。
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●司会今の話に関連するか分かりませんが、発表の中で短波レーダーの紹介がありまし

たが、アメリカ沿岸では短波レーダーが配備されていました。一方、日本ではまだ数個だ

ったと思います。

●小田巻私ども海上保安庁が持っているのは、相模湾と野島・八丈の２個です。先島諸

島の石垣島では通信総合研究所の亜熱帯観測センターがやっています。対馬海峡ではだい

ぶ前から九州大学が行っています。最近では、宗谷海峡やオホーツク海に北海道大学が据

え付けて観測しています。今までは実験的な試みが多かったのですが、最近は、港湾局が

東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明梅に内湾環境をモニタリングするため短波レーダーを設置

することを始めており、かなり展開されるようになっています。

今、気になっているのは短波レーダーを多数展開すると、周波数帯がかなり重なってし

まうので、調整が必要なことです。私どもの経験では、短波帯は通信や放送で使っている

ところが多いため電波の使用許可を取るのがかなり難しく、周波数をうまく調整しないと

取れないのです。今後展開するに当たってはその辺りの調整がいると思います。費用とし

ては、多くが初期投資で、アメリカの場合は１カ所２，o００万円くらいでできるのではない

かという話があります。データをたくさん取れるという意味では、船で観測したり、流速

計を入れたりということよりも随分安上がりだと思います。そういう意味では、どんどん

増えるのではないかと思います。

それと、私は流れの話をしましたが、港湾技術研究所や海洋調査協会の研究だと波浪も

測れるということで、,色々な意味で使えるものと思います。

●司会国内の観測態勢は先程話が出ましたが、横の繋がりの協力体制をとりながらデー

タの共有化していると考えていいのでしょうか。

●小田巻まだまだ明確な協力体制というほどのものはありません。私達が、通常運用し

ている伊豆諸島や相模湾以外でももっと狭いスケールでも測れないだろうか、今年は鳴門

海峡のように流れの強いところで測れないだろうか、などと実験を行っているように、各

機関がまだ手探りのところがあります。そこで、短波レーダーの研究を行っている琉球大

学や九州大学の先生方が研究会を設けて年一回各機関の方々がそこに集まって、問題点、

苦労点の情報交換を行っているのが現状です。それが発展すればデータ交換やシステムの

開発や情報交換が発展していくと思います。

⑪Tirl会ありがとうございました。他にご質問はありますでしょうか。

●野口（大成建設）大成建設の野川です。堀田先生にお伺いします。先程のご説明のな

かに海洋療法という言葉がありました。治療という言葉は１１本ではちょっとというお話で

した。治療というのは医学との絡みだと私は理解したのですが、今後医学界がどのように

日本でのiIiji洋療法に対して動き'1}すか教えて頂きたいのですが。

⑪堀田ヨーロッパの方では医師が常駐することが条件になっています。従って健康保険
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もききます。日本の場合は厚生労働省がこういった自然療法、自然治癒力みたいなものを

どのくらい認めるかです。科学的なところがまだということですが、日本ではこれに似た

ような温泉療法や温泉療法学会といったものがあり、かなり多くの医学関係者が関わって

います。そういうことから考えて、将来は施設に医者を置くという法整備ができてくると

考えられます。しかし、それに伴うコストの問題が－つ出てくるので、保険の問題、コス

トの問題が解決されるとシステムとして将来的にいい方向が出てくると思います。現状で

は保険適用ができないなどの問題から難しいと思います。

●司会先生から以外に産業界などから国への提言などの働きかけは何か行っていますで

しょうか。

●堀田実は私どもは経済産業省とこの研究をやってきたのですが、そういう意味では厚

生労働省とは話合っていません。高齢少子や国民の健康を守るという中では今後提言をし

ていく事は、海洋療法だけでなく自然療法を含めた形で行っていくことが非常に大事だろ

うと思います。

●安間川l崎地質の安間といいます。田中先生にお伺いします。１９８０年から調査をされて

いるということでした。筑後川のダムができたのが1985年でしたが、その後、魚の方に

影響はなかったのでしょうか。堰を作ったことによって底質が泥を被って底泥化したので

しょうか。昔は砂場でシジミをたくさん獲っていたと漁師から聞きましたが、その後、こ

の地域がどうなっていくかという見通しがあれば教えて頂きたいと思います。

●田中有明海特産種のかなりの部分は感潮域を成育場として利用していますので、その

面積が減少した影響は大きいと思われます。全体的な傾向としてはあの海域にしかいない

特産種の仔稚魚の出現状況が、年によって変動はあるものの、減少傾向にあるということ

は指摘できると思います。そのことが堰ができたからかというのは非常に難しい問題です

が、筑後川と有明海の問題はそれよりもつと前の高度経済成長期に筑後川から建築のた

めに砂や砂利をどれだけ採取されたかというデータが詳しく調べられた報告によりますと、

６０年から７０年代に急激に増えています。その後も徐々に増えていますが、そんなに大き

く変化していません｡その代わりにダムに堆積する砂の量が少しずつ増えてきているので、

全体としては筑後川水系から持ち出されている土砂の量は増えつつあります。干潟そのも

のは生きた存在ですが、常に後背地からの土砂の流入で更新しながら生きている一方の流

入源がなくなってしまったのです。それと採掘のために長い時間かかって、場所によって

川床が２～3ｍも掘れてしまったと報告されています｡そこに細かい粒子が溜まってしまい、

それによりシジミなどが獲れなくなってしまった原因の一つになったのではないかと思わ

れます。

⑪姿間それは最終的には有明海に来るということですか。

⑪田中そうだと思います。干潟の疲弊に結びついて、有明海で今起こっている問題の原
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因の一つになると思います。

●司会もし今の問題に関して何かございましたらいかがでしょうか。なければ他のご質

問をお願いします。

●坂井(全国漁港漁場協会）全国漁港漁場協会の坂井です｡河田先生にお扇伺いしますが、

ニューオリンズで８８０人くらいの方が亡くなったとのことでした。避難しないで在宅で亡

くなられた方が多いのではないかと思いますが、逆に生き残った方もいると思います。家

が丈夫だったので生き残ったとか、何か理由付けになるものはあったのでしょうか。

●河田ニューオーリンズ市民の３０％が車を持っていないのです。通常はパスを利用してい

ます。ですから溢水が始まった途端にバスが運行停止になり、彼らは歩いて避難すること

をしないので、交通機関が止まると家に居続けざるをえなかったのです。はっきりと貧富

の差が被害にリンクしていると考えていいと思います。平屋建ては天井まで水が来ていた

ので、助かった人たちは二階建てに住んでいた人たちだと思います。そういう構造がはっ

きりしてきています。もっと詳しい解析をしているので、相関性はこれから量的に出てく

ると思います。

●前田（日本大学）｜畠1本大学の前田と申します。河田先生にお伺いします。カトリーナ

に関して、あれのおかげで石油精製施設がやられて石油の値段が上がったという問題があ

りました。そちらの被害、問題点などの情報をお持ちでしたらお閃かせください。それか

ら、石油精製施設以外にメキシコ湾の石油生産施設、プラットホームの海洋施設被害の問

題｡それと我々の関連のＯＯＥＡＮＳという国際会議が４年ほど前にビロクシーで開催され、

そこに泊まりました。そこにはカジノがあり、ミシシッピー州の法律では、カジノはフロ

ーテイング施設でないといけないと聞きました。今回の件でカジノが大きな被害を受けた

と聞き、その辺りの問題や現地ではどういう風に対策を取ろうとしているのか、情報をお

持ちでしたら教えて頂きたいと思います。

●河田カトリーナの経済被害も研究対象の一つになっていて、データを全部収集しつつ

あります。ミシシッピーとルイジアナの州都のバトンルージュおよびジャクソンに行った

ときに、やはりジョイント・フィールド・オフィスで経済被害の調査を行っていました。

この結果はいずれ我々のところに送ってくることになっています.ただ、経済被害は非常

に大きく、デュポンは昨年１０月期の決算が通常の利益の５割を切っているという状況で

した。洋上の石油リグは半分ぐらいが被害を受けています。これは私企業の財産であるた

め、統計としてなかなか数字で表せないのです。というのはこれが株価に反映するので、

情報がつかみにくいのです。これは州政府も言っていますが、２００１年９月１１日の同時多

発テロの時の経済被害と同じで、全部を収集するのに１年くらい解析しないとデータも出

てこないと思います。それも対象になっているので、時間はずれますがやることになっ

ています。

カジノについては全く手がついていません。というのはフローティングの船体自体が陸
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上に上がってしまっており、壊すしか方法がないのです。だから所有者が再建する意思が

あるかないかに問題があるようです.今のところは手つかずだと聞いています。

●司会一度個々に質問を出して頂きましたが、統合という意味で河田先生からは防災の

話がありました。一方では環境面で生態系の維持が重要になるため、利害関係というか、

バッティングする部分が出てくると思います。その辺について先生方にどうあるべきかの

コメントを頂きたいのですがいかがでしょうか。

●河田ポンチヤートレーン湖の湾岸には石油精製施設たくさんあり、ここが非常に大き

な被害を受けています。しかも重化学工業が活発だった時代に廃棄物がヘドロの形で堆積

していたため、今回の復旧に当たっては水質等の評価をきちんとやっていると州政府が話

ています。今のところ環境に影響を与える汚染は発生していないという公式見解が出てい

ます。その辺は思ったほどではなかったと考えています。ただ、ポンチャートレーン湖は

大変浅い湖で、希少種の生態系が生存していて、これの追跡調査が殆ど行われていないの

が現状なのです。やはり災害が起きると、環境の問題はちょっとこちらに置いといて、ま

ず復旧、復興をやらなければいけないということはわが国も一緒です。ですから、環境問

題の視点でどうあるべきかはこれから出てくるフェーズだと思います。

●田中難しい問題でなかなか適切な答えにはならないと思いますが、先程事例紹介で

個々の生き物やある特定のフィールドでの問題提起をさせて頂きました。その先はまだ具

体的データがないのでなかなか突っ込んでいけないのですが、沿岸の問題は陸域と海域の

繋がりの問題だと思います。ところが、研究や教育の分野も含めて縦割りで、今までは本

来はシステムとしては繋がっているのに一番の境界の部分が置き去りにされて来たと思わ

れます。その一つは波打ち際の問題でしょうし、今の河田先生の報告の中の防災を考えて

も、また海の生き物にとっても海岸の松林やマングローブが最も典型的事例です。海の生

き物を生かしているシステムをきちんと評価することから、マングローブ林が防災に非常

に重要な役割を果たしているという繋がりが出てくると思われます。陸域の生態系と海の

生態系が如何に繋がっているかという、今まで置き去りにされてきた境界部分の学問をこ

れからどれだけきっちりと積み上げて具体的なデータを示していけるかが今までの縦割り

を乗り越えて新しい展開に踏み込んでいけるかにかかっていると思います。今までに幾つ

かの事例が出始めているので、そういったところがうまく前に進めば、一つの新しいブレ

ークスルーが出るのではないかと思います。

●司会この件に関してでも結構ですが、何かご意見はあるでしょうか。

●前田本日インテグレーテッド・オーシャン・オブザービング。システムの話がありま

した。これに関連して今のアメリカの事例でも海洋のモニタリングや観測のグループを統

合しようという話でしが、もう一つ踏み込んで生物が入ったり、水産資源の管理を行った

りということが必要になると思います。ノルウェーでは水産に関して色々な統合を一生懸

命やっています。工学の人も水産の人も生物の人も、水産資源をどうやって予測するか等
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を一生懸命やっています。日本の場合は縦割り行政がしっかりしていて、水産庁の世界、

国土交通省の世界と縦になり、海洋研究開発機構でも本来全てやっていたと思いますが、

水産のテリトリーが減ってきているということがあると思います。そうすると本当の意味

での統合がどこでもやられていないのではないかというのが非常に心配なのです。これか

らは工学での海洋技術は繋がるので、そこがコアになると繋がっていくと思います。特に

生物の方と繋がりで、水産資源管理が水揚げだけで増えた減ったではなく、回遊分を含め

た予測をして、持続的発展まで踏み込まなければ、結局何もやっていないことと同じじゃ

ないかという危棋を持ちます。

⑪司会ありがとうございました。非常に示唆的なご意見でしたが関連してご意見はあり

ませんでしょうか。

●河田総合科学技術会議で第三期科学技術基本計画を具体的にどう実施するか、内容に

踏み込んだ議論を行っているのですが、各省庁から出てくるのは!；１分の省はこれをすると

いう事の紹介だけなのです。そうすると首都圏直下地震が起こったらどうなるかといった

事を内閣府の専門調査会でやって地震大綱を出しました。それを受けて文部科学省、経済

産業省、国土交通省なりでプロジェクトが走らなければいけないのですが、全く切れてい

るのです。こういう事は議論しても自分の省ではこれしかできないというプロポーザルし

か出てきません。ですからそこの所のジョイントを何とかしないといけないのです。一つ

の大きな目標のｌｌ１で統合するという仕組みが、今の省庁の仕組みではではできないと思い

ます。内閣府は実行者ではないわけで、提言はできますが、実行の枠liIlみを持っているの

は各省なのです。そこがどう連携するかを議論しない限り、自分の所はこうやるとかしか

言えないのです。例えば、文部科学省は自分のところだけで研究できるわけではないので

す。だから東京大学や京都大学と話を進めながら本当はやらざるを得ないのです。ところ

が政治的なところで案を出しているのです。そういう枠組みを壊さない限り、統合という

のはいくら総合科学技術会議でがんばってもまとまらないのです。お金の問題ではなく、

お金の使い方をどこが管理するかを出さないと、データベースと同じように、持っている

ところは何も不自由しないので統合するという動きは全然ないのです。防災に関しては防

災地理情報システムというものがありますが、県レベルでもデータベースの一元化は行わ

れていません。何故かというと各部局が何も不便じゃないからです。一番困っているのは

知事や三役のようにお金を削減しなければいけないのに、部局は何も困っていないという

状況が色々なところでⅡ}てくるのです。統合するための仕組みづくりが一番欠けてかけて

いるという寵です。

●司会今の話では国の省庁の話が出ましたがいかがでしょうか。午前'１１に川上さんに話

て頂けました。もう一つ気になるのが教育についてです。私は土木関係者ですが、土木以

外のことは習わないという気がします。

●田中統合は頭の中では誰しもは考えると思いますが、これは非常に難しい事だと思い

ます。我々も新しい施設を作って、ｎ本の国土を考えた場合、森の国であり比較的急流な
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川で海と結びついているというそこの繋がりを明らかにしようとしているところです。し

かし、社会的な運動としては取り組まれていますが、研究や教育の部分についてはこれか

らだと思われます。

従来の枠組みの学問ではなく、境界領域そのものを最初から目指すような学生、研究者

を作るといった意味で、森里海運環学のような新しい全学の共通教育を立ち上げ、そこに

は色々な学部の学生が集い、経済、文系を含めて新しい統合学問を目指しています。それ

ともう一つ大事なのは、頭の中で考えることだけでは前に進まなくて、現場のフィールド

でそれぞれの学生が感じるシステムを作ることが大学としても大事ですし、これから社会

を担うような小中高生やシニアを含めた、もう一度実際の現場で･何が起こっているかを体

感する教育の重要J性を見直す事が必要だと常々強く感じています。

0,司会そろそろ時間ですがどうしてもということがあればどうぞお願いします。

●山崎前田先生の統合の話は、少なくとも１０年くらいは私もお聞きしています。考え

てみると日本海洋工学会の設立目的そのものがそこに凝集されているのではないかと思い

ます。この１０年を振り返ってみてどうかというと、現在は少し前進しつつあるし、ある

意味で政府にきちんとした海洋関係の責任ある部署を作ってくれ、或いは海洋基本法のよ

うなものを制定してくれという声が上がってきて、包囲網が少しずつ完成しつつあるので

はないかと思います←例えば、河田先生あたりはこれから分野別戦略を立てられるプロジ

ェクトチームのメンバーだと思います。海洋はフロンティアの方に分類されていますが、

正にフロンティアであって本当に横通しをしなければいけないジャンルだと思います。

今日ここでかなり大事な議論のところになっていますが、その横通しのところに河田先

生、田中先生もお手伝いを頂いて、本当にこの先のＨ本の将来は海洋を如何に活かしてい

くかということに掛かっているんだという気持ちを込めて、日本海洋工学会も微力ではあ

りますが、一歩でも進むようにやっていきたいと思いますので、皆さんのご協力をよろし

くお願い致します。

●司会会長からの挨拶でしたが、最後に貴重なご講演を頂きました先生方に拍手を持っ

て午後の部の討論を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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挨拶会

韮
恕

日本海洋工学会

副会長遠藤茂勝

最後に、閉会にあたり一言御礼申し上げたいと思います。

今回は、一昨年に日本沿岸域学会が入会されましたので、それを機会に沿岸域関連

の問題を取り上げました。一昨年はちょうどインド洋津波、地震がありましたのでそ

ちらに演題を変えましたが、沿岸域学会の加盟に当たってのテーマが今回のパネル開

催になった次第です。

今日は７件の講演が行われました。今までは６件の講演でしたが、少し多めになっ

ています。しかしこの会はできるだけ討論を主体に置きたいということで討議にも充

分時間を取っていますので、多少プログラム上は遅くなりました事をお詫びしたいと

思います。おかげさまで今回も９０名の参加を得ることができました。まだ議論が足り

ないところもあるかと思いますので、この後に懇親会に是非参加して頂き議論の続き

を行って頂ければと思います。

最後に本日ご講演を頂きました講演者の皆様、討論に参加して頂いた皆様に感謝の

意をもって終わりとしたいと思います。どうもありがとうございました。
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