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海洋技術フォーラムシンポジウム

新海洋食料生産システムの構築に向けて

平成２１年６月２６日

独立行政法人 水産総合研究センター
和田 時夫

結 論

●水産業は伝統的かつ最も成功している海洋産業
・海洋生物資源の再生産性＝持続的な利用が可能

●世界的には、
・水産物需要の増大（2015年には1,100万トンが不足：FAO）

・水産資源の低迷による漁業生産の頭打ち／養殖業生産の増大

●わが国においては、
・漁業・養殖業生産の減少／漁業就業者の減少・高齢化
・魚価の伸び悩みとコスト高／大量の水産物輸入

わが国水産業の再生と水産物の安定供給を実現するためわが国水産業の再生と水産物の安定供給を実現するため
他の産業分野や理工学との連携を通じたイノベーションによる他の産業分野や理工学との連携を通じたイノベーションによる

新しい海洋食料生産システムの構築が必要新しい海洋食料生産システムの構築が必要

●自給率の向上と輸出拡大による１．６～２兆円規模の市場拡大
●沿海地域の活性化と沿岸環境の保全／水産業の低炭素化
●技術移転による国際的な食料問題への貢献
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●海面漁業生産量は頭打ち＝天然資源の悪化、低迷、変動

●水産物需要は増大： 総需要量 総生産量 差し引き

1999/2000 133百万トン 129百万トン ▲ 4百万トン

2015 183百万トン 172百万トン ▲11百万トン

●養殖業生産量の増大
・2006年には、世界で消費される水産物の47％が養殖由来（FAO）

世界の漁業・養殖業生産の現状

日本

中国
カタクチイワシ、
スケトウダラ、カツオ、
シシャモ、ニシン、マアジ、
マサバ、タチウオ

コイ類、貝類（カキ、ムラ
サキイガイ、ホタテ）、
サケマス、ティラピア、
エビ・カニ
（マダラ、カレイ、マグロ）

（H20年度水産白書）

わが国の状況と課題

わが国の漁業・養殖業生産量の推移

●国内生産量が減少・停滞し、水産物自給率は60％前後
●年間3百数十万トン、1．６兆円前後の水産物を輸入＝（国内市場）

●生産量の減少・停滞が産業競争力の低下を招き、それが一層の
生産量の減少・停滞につながっている状況（負のスパイラル？）

産業競争力
の低下

国内生産量
の減少・停滞

（H20年度水産白書）
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問題の解決の方向

●漁業生産システムの効率化
・漁船漁業の省エネ化
・積極的な漁場造成や情報活用
による省エネ・省コスト・省時間
型漁業生産システムを構築

●養殖業の積極的な展開
・沖合養殖技術を軸に、外洋上
プラットフォーム技術、海洋エ
ネルギー利用技術を組合せ、
洋上食料生産システムを構築

●海洋バイオマスの生産
・利用技術の開発
・廃棄物及び低・未利用資源の
高付加価値化、多段階利用
（養殖餌料、バイオ燃料）、
競争力あるマーケティングを
実現する陸上生産基地の構築

省エネ・省コスト・省時間型漁業生産
システムの構築

●地先海域における積極的な人工漁場造成
・人工海山（マウンド礁）／保護礁／各種の人工漁礁の設置

●沖合域における積極的な人工漁場造成
・中層（浮）魚礁の設置

●魚群の蝟集状況／漁場環境の自動モニタリングとデータ通信
・個別の人工漁場を時空間的に連結した漁場の効率的利用と安定生産

中層魚礁
人工海山／魚礁

モニタリングブイ陸上生産基地

◆安近短な漁業の実現
・予め漁場が判っているため、操業時間が短くてすみ、安全
・漁獲物の鮮度管理、漁業生産性の向上、省エネ・省コスト化に貢献
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海外における養殖業の先進的事例
－ノルウェー

●国策として養殖産業を育成
●日常的に食用となる魚類を対象に技術開発、産業化

・大西洋サケによる成功。大西洋マダラへ展開

養殖施設全景。中央の円形の建物が
管理施設。通路の両側に生け簀を配置。
自動化、省力化も徹底。

養殖中の大西洋マダラ（cod）。
隣接する陸上に種苗生産施設があり、
成長性や耐病性の観点からの育種も
行われている。

大西洋マダラ（cod）を飼育。
1年半で30gから1.5kgに成長。

活魚でボストンに出荷。

海外における養殖業の先進的事例
－米国における沖合養殖

生簀の形状は算盤玉型、容積3,000m3。

中心の円筒形の支柱（中空）に海水を注
排水することにより、生簀が浮上、沈降。
生け簀を沈めた状態（水深10m）で飼育。

自動給餌が行われている。
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外洋上プラットフォームを用いた
洋上食料生産基地の構築

●食料生産と海洋自然エネルギーの複合利用
●コンセプト：
◆食料生産：魚類養殖生産を主に農業生産も考慮

・浮体内部：陸上型施設による
採卵、種苗生産

・浮体外部：沈下式生簀を用いた
成魚育成

・海藻との複合養殖（栄養塩負荷
の吸収、バイオ燃料生産）

・植物工場、食料倉庫（備蓄、
周年出荷）としての利用

◆自然エネルギー：
・風力発電＋太陽光発電
（将来はバイオ燃料発電も）

●わが国におけるポテンシャル
・消費地（大都市圏）に近い
・風力発電の適地

（（独）海上技術安全研究所）

今後の課題と展望

●基盤技術としての海洋ゲノム研究(Marine Genomics)
の重要性

◆ゲノム情報を活用した魚介類養殖生産技術の開発
・マーカー育種による優良品種の作出（成長性、耐病性、耐環境性）

◆ゲノム情報を活用した安全・安心な水産物供給システムの開発
・種判別技術による食品偽装の防止、トレサビリティの向上
・有害生物（魚介類の病原体を含む）の簡易・迅速鑑定技術の開発による
水産物のリスク管理、病害防除

・有用酵素、新規機能性及び生理活性物質の探索・活用

◆ゲノム情報を活用した海洋環境と生物資源管理システムの開発
・海洋のメタゲノム解析技術の開発による、生物環境モニタリング
・温暖化の影響評価／有害生物モニタリング／新しい環境指標の開発

◆ベースとなる海洋ゲノムデータベースの構築
・上記の技術開発に必要な海洋生物のゲノム情報を解析し、
データベースを構築

・各種DNAを遺伝資源として収集・保存
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第２部 

第４期科学技術基本計画への提言 

「海洋新産業の創出に向けて」 

 

 

(3)重点推進項目 

③フロンティア海域の環境保全・対策・適応

技術開発と環境産業創出 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学大学院 

新領域創成科学研究科 教授 佐藤徹 

 



 



フロンティア海域の環境保全・対策・適応技術開発とフロンティア海域の環境保全・対策・適応技術開発と
環境産業創出環境産業創出

環境の世紀を海洋から切り拓環境の世紀を海洋から切り拓くく

海洋技術フォーラム海洋技術フォーラム

海域環境保全・再生・管理タスクフォース海域環境保全・再生・管理タスクフォース

佐藤佐藤 徹（東京大学新領域創成科学研究科）徹（東京大学新領域創成科学研究科）

海域環境保全・再生・管理海域環境保全・再生・管理TFTFからの提言からの提言
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基本コンセプト基本コンセプト

–– 海洋には持続的生産可能な未利用資源が多海洋には持続的生産可能な未利用資源が多く、く、その利用はその利用は
人類の発展に多大な恩恵人類の発展に多大な恩恵

海底油田や海底油田やメタンハイドレート、熱水鉱床等メタンハイドレート、熱水鉱床等の資源開発、の資源開発、CCSCCS、、海洋海洋

深層水深層水、鉄散布、鉄散布、海洋エネルギー開発、大型浮体の設置等、海洋エネルギー開発、大型浮体の設置等のの海洋の海洋の
大規模利用大規模利用のの普及は普及は重要重要

–– 環境と開発を二元論として捉えるのではなく、計画時から環環境と開発を二元論として捉えるのではなく、計画時から環
境調和型開発を目指した境調和型開発を目指した戦略的環境影響評価手法の戦略的環境影響評価手法の開発開発

海洋海洋環境保全環境保全のみならず、開発に伴う環境改変を新たなのみならず、開発に伴う環境改変を新たな環境創成環境創成とと
して考えして考えるる

包括的な海洋環境保全・再生・管理手法の構築により、「保護」から包括的な海洋環境保全・再生・管理手法の構築により、「保護」から
一歩進んだ「環境を利用し、利用され、環境と調和しながら共存する一歩進んだ「環境を利用し、利用され、環境と調和しながら共存する
社会社会」」の創成が可能の創成が可能

基本コンセプト基本コンセプト

–– 熱水鉱床やメタンハイドレートの開発、熱水鉱床やメタンハイドレートの開発、CCSCCS等の新たな技術等の新たな技術
開発開発とそのとその産業化に関して、開発と両立し、さらに開発を促産業化に関して、開発と両立し、さらに開発を促
進するための、科学的かつ合理的な戦略的環境保全・管理進するための、科学的かつ合理的な戦略的環境保全・管理
手法を構築手法を構築

フロンティア海域の生態系は未知であり、未知なるものを改変するこフロンティア海域の生態系は未知であり、未知なるものを改変するこ
との影響も未知であるとき、社会ニーズである技術開発の実施の可との影響も未知であるとき、社会ニーズである技術開発の実施の可
否は社会が判断すべき。従って、保全・再生・管理手法構築の目標否は社会が判断すべき。従って、保全・再生・管理手法構築の目標
は「社会的合意形成」は「社会的合意形成」

–– 世界に類のない先端的環境調和型システムの創成世界に類のない先端的環境調和型システムの創成こそが、こそが、
開発技術に開発技術に国際競争力国際競争力を与えるを与える

海外企業がパプアニューギニア政府に、熱水鉱床採掘の許可申請。海外企業がパプアニューギニア政府に、熱水鉱床採掘の許可申請。
その環境影響評価書は「希少生物が見つかったらその環境影響評価書は「希少生物が見つかったら””移植移植””する」する」

日本の技術が環境調和型であれば日本の技術が環境調和型であれば国際競争に国際競争に勝てる。ひいては勝てる。ひいては我我
が国の国際的信用を高める（が国の国際的信用を高める（島嶼諸国の一票島嶼諸国の一票））

74



対象海域対象海域

–– 沖合および深海は様々な資源が保有されて沖合および深海は様々な資源が保有されているいる人類のフロ人類のフロ
ンティアンティア。。その開発は人類の持続的発展にその開発は人類の持続的発展に不可欠不可欠

–– フロンティア海域における持続可能な開発に資する環境保フロンティア海域における持続可能な開発に資する環境保
全の手法は未着手全の手法は未着手

–– そこでそこで本タスクフォースの対象を、沖合および深海というフロ本タスクフォースの対象を、沖合および深海というフロ
ンティア海域とンティア海域としたした

陸域・沿岸域においては、湿地保全のための「陸域・沿岸域においては、湿地保全のための「Wise UseWise Use」や「統合沿」や「統合沿

岸域管理」、「里山・里海」といった方法論が提示され始めているが、岸域管理」、「里山・里海」といった方法論が提示され始めているが、
フロンティア海域には未知の生物がいる可能性が高く、さらにそれらフロンティア海域には未知の生物がいる可能性が高く、さらにそれら
の生息と人間活動との関連は未解明の生息と人間活動との関連は未解明

海域環境保全・再生・管理海域環境保全・再生・管理TFTFからの提言からの提言

–– フロンティア海域の環境リスクは「事前に把握できない」フロンティア海域の環境リスクは「事前に把握できない」

究極的には生態系への影響あるいは多様性への影響究極的には生態系への影響あるいは多様性への影響

–– 短期的には人間社会への影響としては小さい（かも知れない）短期的には人間社会への影響としては小さい（かも知れない）

–– 一方で、持続可能とは言えない（かも知れない）一方で、持続可能とは言えない（かも知れない）

–– 事業事業推進推進ののYES/NOYES/NOをを決定決定するものするもの

「「アセスメントアセスメント」」ではなくではなく、順応的管理手法による「、順応的管理手法による「リスクコミュニケーリスクコミュニケー
ションション」」の結果の結果

–– リスクコミュニケーションのリスクコミュニケーションの新しい新しい制度制度が必要が必要

開発技術が開発技術が素晴らしい素晴らしいものでものであってもあっても、、それを生かす制度（政策）がそれを生かす制度（政策）が
なければ「なければ「環境の世紀環境の世紀」」にはにはなならないらない

–– 海外企業の進出が現実化している熱水鉱床開発のような競争にさらさ海外企業の進出が現実化している熱水鉱床開発のような競争にさらさ
れる分野では、「鉱山保安法」、「海洋汚染防止法」、「環境アセスメントれる分野では、「鉱山保安法」、「海洋汚染防止法」、「環境アセスメント
法」ではなく、暫定措置法の立法化が急務法」ではなく、暫定措置法の立法化が急務
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制度化に向けた制度化に向けた
戦略的環境保全・管理手法戦略的環境保全・管理手法の構築の構築

戦略的環境保全・管理手法戦略的環境保全・管理手法

–– 社会的合意形成社会的合意形成：：順応順応的的管理管理（（adaptive managementadaptive management））
モニタリング・情報公開モニタリング・情報公開・リスクコミュニケーション・リスクコミュニケーションによるによる
合意形成のループ合意形成のループ

社会的受容性を機軸とした開発両立型の環境保全の制度化社会的受容性を機軸とした開発両立型の環境保全の制度化

生態系に潜む不確実性と非定常性

やりながら学ぶ順応的管理

モニタリング 意思決定

市民の参加

Learning 
by Doing
Learning 
by Doing
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戦略的環境保全・管理手法戦略的環境保全・管理手法

–– リスクの可視化リスクの可視化
ハザードマップハザードマップのの作成作成
因果関係因果関係のの効率的断絶効率的断絶による低コスト対策技術の抽出による低コスト対策技術の抽出

aquifer

ocean CO2 plume

leak fault
Earthquake

CO2海域地中貯留の漏洩リスク CO2海洋隔離と海洋表層酸性化の
ハザードマップ

戦略的環境保全・管理手法戦略的環境保全・管理手法

–– リスクの定量化リスクの定量化
室内実験による生物影響データ計測技術の開発室内実験による生物影響データ計測技術の開発

–– 対象生物（動・植物プランクトン、無脊椎動物、魚類）を用いた試験デー対象生物（動・植物プランクトン、無脊椎動物、魚類）を用いた試験デー
タの蓄積、海洋生物試験法の確立タの蓄積、海洋生物試験法の確立

外海域環境影響評価システムの開発外海域環境影響評価システムの開発
–– マクロコスム（現場型生態系シミュレータ）を用いて、開発段階からの環マクロコスム（現場型生態系シミュレータ）を用いて、開発段階からの環

境リスク抽出および、順応境リスク抽出および、順応的的管理による環境調和型システムの創成管理による環境調和型システムの創成
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戦略的環境保全・管理手法戦略的環境保全・管理手法

–– 包括的環境影響指標の開発包括的環境影響指標の開発（（Triple ITriple I））
一般市民が理解し易い指標の提示一般市民が理解し易い指標の提示

ベネフィットとリスク、経済性と環境影響を統合した包括的指標ベネフィットとリスク、経済性と環境影響を統合した包括的指標

( )[ ]BCHR
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EREFIII −+++= ΔΔ

Σ

Σ
ΔΔ

海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出
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海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– 環境産業とは環境産業とは
Green NewGreen New--DealDeal、、Green GrowthGreen Growth（環境産業が経済発展を推進）（環境産業が経済発展を推進）

–– 地球環境保全のための海洋利用地球環境保全のための海洋利用

海洋再生可能エネルギー海洋再生可能エネルギー

–– 「海を知る」ためのモニタリング技術・情報技術「海を知る」ためのモニタリング技術・情報技術

AUVAUV、、ROVROV、ブイ、衛星利用、海底設置型測器、ブイ、衛星利用、海底設置型測器

–– 生態系の多角的・多面的利用生態系の多角的・多面的利用

食糧生産、海洋バイオマスエネルギー食糧生産、海洋バイオマスエネルギー

–– 生物多様性の持続を可能とする技術生物多様性の持続を可能とする技術

保護区管理、保護区管理、key specieskey species培養技術、培養技術、ゲノム調査～ゲノム調査～遺伝子バンク遺伝子バンク

環境へのストレスが小さい海洋開発技術環境へのストレスが小さい海洋開発技術（国際競争力の付加）（国際競争力の付加）
–– 開発と環境影響評価は一体もの開発と環境影響評価は一体もの

–– 戦略的環境影響評価こそが産業化を成功戦略的環境影響評価こそが産業化を成功へへ

ハイブリッドカーを作ってきたトヨタ、ホンダは生き残るハイブリッドカーを作ってきたトヨタ、ホンダは生き残る

総合科学技術会議による総合科学技術会議によるMH21MH21ののPhase 1Phase 1評価で、環境影響評価評価で、環境影響評価
について質問→について質問→Phase 2Phase 2において環境委員会において環境委員会

海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– モニタリング技術モニタリング技術の高度化の高度化

海難事故および、沈船（日本近海に1200隻以上）からの流出油の防除作業の策定段
階で、流出油及び防除作業による環境影響を総合的評価
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海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– モニタリング技術モニタリング技術の高度化の高度化

CCSCCSおよびメタンハイドレート漏洩、熱水鉱床およびメタンハイドレート漏洩、熱水鉱床

(RITE)

Line1

Line2

Line3

Line4

Line5

Line6

Line7

海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– モニタリング技術モニタリング技術の高度化の高度化

衛星・衛星・ブイブイ・・AUVAUVを用いたを用いた3D3D高精度マルチスケール情報化利用高精度マルチスケール情報化利用
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海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– ゲノム調査から深海微生物利用産業ゲノム調査から深海微生物利用産業

化学合成
細菌

石油分解
細菌

深海微生物には、新薬や栄養補給剤となるタンパク質、重油や水素の生産等の用途。
深海微生物の網羅的調査、新規有用物質探索、生産技術開発。対象海域は、深海底
の堆積層−海水境界領域、熱水地帯の海底面直上域、メタン湧水プルーム等

海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出
–– 海洋生態系の多角的・多面的利用の高度化海洋生態系の多角的・多面的利用の高度化

生物種・生態系の機能・特徴をシステムとして把握生物種・生態系の機能・特徴をシステムとして把握

–– 植・動物プランクトン・微生物の複合共生系利用、サンゴ礁、藻場、植・動物プランクトン・微生物の複合共生系利用、サンゴ礁、藻場、
マングローブ等の主要な沿岸生態系の複合的機能性の利用マングローブ等の主要な沿岸生態系の複合的機能性の利用

–– 食糧生産、海産バイオマスエネルギー食糧生産、海産バイオマスエネルギー

窒素／リンの循環

動物プランクトン，
魚， etc.

分解
栄養塩

植物プランクトン

デトリタス

有機堆積物

海藻

二枚貝

ベントス

陸域からの負荷

貧酸素化抑制

海産バイオマス利用

窒素／リンの循環

動物プランクトン，
魚， etc.

分解
栄養塩

植物プランクトン

デトリタス

有機堆積物

海藻海藻

二枚貝二枚貝

ベントスベントス

陸域からの負荷

貧酸素化抑制

海産バイオマス利用海産バイオマス利用
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海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– 「低環境ストレス海洋開発技術」「低環境ストレス海洋開発技術」

熱水鉱床熱水鉱床

–– deaddead鉱床が鉱床が対象。対象。リスクはリスクは再懸濁・再堆積による土砂の被覆再懸濁・再堆積による土砂の被覆

–– ここれをれを最小限に最小限にとどめつつ採掘する技術開発とどめつつ採掘する技術開発

メタンハイドレートメタンハイドレート

–– 断層が生じても圧力と温度から漏洩断層が生じても圧力と温度から漏洩のの可能性は基本的にな可能性は基本的になしし

–– リスクリスクは採掘によは採掘によるる地層の崩壊地層の崩壊→これを未然に防ぐ技術→これを未然に防ぐ技術

CO2CO2海域地中貯留海域地中貯留

–– リスクは事故・断層によるリスクは事故・断層によるCO2CO2漏洩漏洩

–– 未然に防ぐ技術と同時に、恒久的モニタリングが必要未然に防ぐ技術と同時に、恒久的モニタリングが必要

CO2CO2海洋隔離海洋隔離

–– リスクは放出点近傍の酸性化。以降は拡散リスクは放出点近傍の酸性化。以降は拡散

–– 生物実験による無影響濃度の算定と、希釈技術、モニタリング生物実験による無影響濃度の算定と、希釈技術、モニタリング
技術技術

海洋環境産業の創出海洋環境産業の創出

–– 既存の海洋汚染対策技術（国際競争力）既存の海洋汚染対策技術（国際競争力）

日立プラントテクノロジーと三菱重工の「バラスト水
浄化システム」

– 凝集法により、残留塩素の二次汚染なし。粗目フィ
ルタ使用可能→処理速度高速化、装置小型化

– IMOの基本承認を取得

– 2012年に100億円の受注めざす

白島国家石油備蓄基地の浮沈式オイルフェンス

– 周辺海域は、希少種・天然記念物が生息し、鳥獣
保護区に指定

– タンカー着桟時、シーバース周囲に約1400mのオ
イルフェンスを海底から浮上

相互侵入高分子網目による溶出成分を含まない
防汚材料（海洋・防錆技術研究所）

– 従来の船底防汚塗料はTBTを結合させた合成樹脂
をバインダーとする自己研磨型
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–– 大塚耕司大塚耕司 大阪府立大学大阪府立大学工学研究科工学研究科

–– 喜田喜田 潤潤 海洋生物環境研究所海洋生物環境研究所

–– 北澤大輔北澤大輔 東京大学東京大学生産技術研究所生産技術研究所

–– 佐藤佐藤 徹徹 東京大学新領域創成科学研究科東京大学新領域創成科学研究科

–– 鈴鈴村村昌弘昌弘 産業技術総合研究所産業技術総合研究所

–– 多部田茂多部田茂 東京大学新領域創成科学研究科東京大学新領域創成科学研究科

–– 津田津田 敦敦 東京大学海洋研究所東京大学海洋研究所

–– 原田原田 晃晃 産業技術総合研究所産業技術総合研究所

–– 古川古川恵太恵太 国土交通省国土技術政策総合研究所国土交通省国土技術政策総合研究所

–– 村井基彦村井基彦 横浜国立大学横浜国立大学

タスクフォースメンバータスクフォースメンバー

海域環境保全・再生・管理海域環境保全・再生・管理TFTFのの
ロードマップロードマップとベンチマークとベンチマーク
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2011 2015 2030 2050            

環境
影響
評価

合意
形成

保全
対策
適応

第4期

Knowledge Base構築

環境管理目標設定

リスクコミュニケーション

情報発信

環境創成による共存・
調和社会の実現

海域環境保全・再生・管理TF ロードマップ

多様性把握

合理的保護区の開発技術

深海生物飼育技術開発

種の同定とゲノム解析 対象海区全ゲノム解析と
遺伝子バンクの設立

深海生物保護センター

保護区の順応的管理
生態系再生技術の開発

食糧・資源・廃棄物処理
調節サービス評価

生態系サービス

生物化学・遺伝子供給・
病気調節サービス評価

自然災害調節・機構調節・
文化サービス評価

低炭素化社会

LCA、カーボンフットプリント、
Triple I による評価

包括的環境影響評価
指標開発と評価

環境管理の実践

観測技術
リモートセンシング等

予測技術
生態系モデル等

評価技術
生態リスク評価等

対策技術
ミティゲーション等

適応技術
順応的管理等

陸域
(陸水)

沿岸 沖合 深海

持 続 可 能 な 開 発 港湾・飛行場・発電所・CCS
海洋エネルギー・漁業 等

海事・沖合養殖
海底鉱物/生物資源・海底

下メタンハイドレート

海域環境保全・再生・管理TF ベンチマーク

・陸域保護区の設定
やネットワーク化

・遺伝子バンク

・陸域生態系評価
・HEP(ハビタット評
価手続き)

・化学物質リスク評
価

・陸域生態系モデル
・個体群動態モデル
・物質循環モデル

・リスクコミュニケー
ション

・リスクマネジメント
・Wise Use

・深海観測
・潜水艇観測
・音響観測
・ベンティックチャン
バー

・CO2海洋隔離影響

予測

・沖合海洋観測
・沖合漁獲統計(マ
グロ等)

・ペラジックチャン
バー

・陸域生態系
・気象
・森林/農地

・沖合資源変動モデ
ル (マグロ等)

・海況モデル

・MSY(最大持続収
穫量)

・TAC(漁獲可能量)
制度

・沿岸海洋観測
・沿岸漁獲統計(マ
イワシ等)

・生態系構造(同位
体、遺伝子)

・メソコズム

・沿岸生態系モデル
・沿岸海況モデル

・沿岸生態系評価
・バイオアッセイ
・MSY(最大持続収
穫量)

・沿岸自然再生(干
潟等)

・ TAC(漁獲可能
量)制度

・里海づくり
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2009年6月26日於安田講堂 代表幹事 湯原哲夫

海洋技術フォーラム・シンポジウム(2009)

取りまとめ総括

１．海洋資源開発の事業化への道

⑴寺島実郎氏は基調講演で、海洋資源開発による、⑴産業の骨格変更、⑵固定概念からの脱
却、⑶宇宙開発とのシナジー効果 ⑷さらに日本創生ファンドの必要性を指摘した。

⑵具体的開発目標「熱水鉱床」に関する「政産官学」による対話（パネルディスカッション）

・熱水鉱床資源の事業化への道筋について、論点が明確になった。

⑴パイロット・プロジェクトによるエンジニアリング力とスピードアップが重要

⑵資源探査の推進強化と環境影響評価の確実で持続的な実施

⑶EEZにおける資源開発に関する「法整備」の実行

⑷人材育成、開発技術者の確保とプロジェクトを通しての育成

⑸財源とファンドの持続的確保（民間のリスクの軽減に通じる）

・コンソーシアム形成と官民協議を経て、産官学政あげて資源開発するとの方向性の確認

・海洋資源開発は新産業創出に近いとの認識で一致

特に資源探査・環境影響等の基盤構築と平行して、実海域におけるエンジニアリング力を
蓄積していくことの重要性が確認され、海洋資源開発による資源大国への道を着実の歩

むことでも一致した。

取りまとめ総括（続き）

２．第四期科学技術基本計画への提言

⑴海洋開発の基本戦略と第４期海洋分野の推進戦略の提言

⑵人材育成計画の強化（総合科学技術会議のフォローアップ報告「日本版シーグラント制度が必
要」に応える）

⑶海洋科学・海洋技術（工学）と海洋新産業との連携を強化する。
技術基盤形成、産業基盤形成、総合的エンジニアリングの構築
国際競争力ある海洋産業技術の構築

⑷海洋生物資源、特に食料生産の重要性
特別講演で海洋食料生産の重要性が指摘され、さらに水産業を工学技術・総合エンジニアリング
力を入れて、大きく開発を推進する。

⑸海洋の環境保全事業の重要性

３．「最先端研究支援強化プログラム」への海洋分野からの積極的取り組みへ（大庭局長）
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