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第３回マザーレイク２１計画学術フォーラム 会議概要 

 

１ 開催日時 

  平成 26年（2014年）７月 16日（水） 10～12時 

 

２ 開催場所 

  コラボしが２１ ３階 中会議室１ 

 

３ 出席委員 

  井手委員、清水委員、田中克委員、津野委員、西野委員、平山委員 

（欠席：田中賢治委員、鳥越委員、堀越委員、脇田委員） 

 

４ 議  題 

（１）マザーレイク 21計画各種指標および関連事業の状況について 

（２）各種指標の結果のとりまとめ方法について 

（３）指標間の関連性の整理状況について 

（４）琵琶湖環境研究推進機構の設置について 

（５）その他 

 

 

■配付資料 

資料１－１ マザーレイク２１計画の各種指標の状況 

資料１－２ マザーレイク２１計画各種指標の平成２５年度末の状況 

資料１－３ 平成２６年度マザーレイク計画関連事業の概要 

資料２   琵琶湖と暮らし２０１４ 

資料３   物質収支図作成の考え方 

資料４   琵琶湖環境研究推進機構の設置について 
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５ 概  要 

 

（１）マザーレイク 21計画各種指標および関連事業の状況について 

（２）各種指標の結果のとりまとめ方法について 

（３）指標間の関連性の整理状況について 

 

（津野座長）それでは議事に従って進めさせていただきます。このマザーレイク２１計画

第２期の改定版をつくりまして３年が経過し、随分早いなという感触を受けておりますが、

第１期の計画と大きく変わっているところが幾つかございますが、一番大きい点が順応的

な計画の進行管理を取り入れようということで、仕組みをつくり、中へ盛り込ませていた

だきました。 

 その中では、今までどちらかというと専門家や、あるいは行政の間で評価をしていたの

を、県民の皆さまも含めて、いろんな方々が参加する場をつくろうということで、マザー

レイクフォーラムという場をつくり、進めておりますが、そのときに学術フォーラムも立

ち上げて、その一端を担うという形になっております。 

 また、夏になりまして、水浴場がオープンされたと思います。これから琵琶湖にもたく

さんの人が訪れると思いますので、琵琶湖の良さをお目にしていただければと思っていま

す。 

 簡単ではございますが、開会のあいさつに代えさせていただきまして、議事に入らせて

いただきます。 

 １、２、３、４とありますが、この中で１番の「マザーレイク２１計画各種指標および

関連事業の状況について」、２番の「各種指標の結果のとりまとめ方法について」、それか

ら３番の「指標間の関連性の整理状況について」、これらはいずれも深く関係しますので、

この３つを一括して事務局にご説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 説明資料１－１～１－３参照 

 

（琵琶湖環境科学研究センター）それでは佐藤が説明をさせていただきます。 

 まず、「各種指標の結果のとりまとめ方法について」、資料２をご覧いただければと思い

ます。 

 これをつくった経緯は、マザーレイク２１計画のいろんな指標をグラフや表で整理をし

ていたんですけれども、この学術フォーラムでは、その指標を見て、琵琶湖が今どういう

状況になっているのかを評価する。さらにそれを受けて、今度、びわコミ会議という、今

年は８月２３日に行われますけれども、市民や多様な主体が集まる場でも、琵琶湖が今ど

うなっているのかということに関して情報交換をすることになっておりますので、この指
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標値の羅列と表、グラフが並んでいるだけでは、感覚的に評価しづらいと思いました。 

 そこで、できるだけ分かりやすく評価していくというような方法を考えましたので、そ

れについてお話をさせていただきます。 

 資料２の２ページ目「このレポートについて」をご覧ください。１００を超える指標が

計画の中ではまとまっておりますが、この中には、アウトカム指標とアウトプット指標と

いう２つの指標が整理されています。 

 琵琶湖を評価するという上でアウトカム指標が大事ということは、かねてより議論され

ておりましたので、まずアウトカム指標に着目しまして、状況をしっかり分かりやすく整

理していく。なおかつ、そのアウトカム指標が今どういう状態にあるのかという視点と、

もう一つ、それがこれまでどういう経緯をたどってきたのかという傾向、その２つの観点

から評価をしていこうということを提案させていただきました。 

 具体的に言いますと、３ページ目「指標の評価方法について」、ＳｔａｔｅとＴｒｅｎｄ、

状態と傾向と書いています。非常に感覚的かつざっくりした評価ではありますが、それぞ

れの指標に目標値が書かれているものが多いと思いますので、最新の指標値と目標値とい

うのを比較したときに、どれぐらいかい離しているかという観点から、よい、悪くはない、

悪い、データがないなどの理由で評価できない、この４つの段階で評価をしていく。 

 なおかつＴｒｅｎｄ、傾向は、基本的に近３０年程度、データがない場合も多いですの

で、その場合はより短い期間で、その指標値の傾向、過去からの傾向から評価するという

ことで、改善しているのか、悪化しているのか、変わっていないのか、評価ができないの

かという、この４つの視点から評価をしていこうと考えました。 

 ちなみにこの評価の考え方ですけれども、非常に参考にした資料がありましてアメリカ

とカナダの五大湖で、２年に１回、こういう形でいろんな指標を評価する場がありまして、

そこでまさにこの状態と傾向で評価をしようということがなされております。基本的には、

その考え方で、まずやってみたものです。 

 もう一つ補足しますと、基本的に近３０年で傾向を評価するという、なぜ３０年なのか

については、データの存在状況もさることながら、琵琶湖がドラスチックに変わってきた

のが１９８０年代後半で、非常に大きな変化の年度であったと考えています。漁獲量が激

減したのも、ＣＯＤが上がってきたのも、１９８０年代後半の状況と比べて、今がどうい

うふうに変わってきたのかということにまず着目しないと、例えば近５年とか近１０年で

よくなっているといっても、それは特によくなっていると言えるのかというようなことも

ありますので、３０年ぐらいを目途に長い期間で評価するという提案をしています。 

 また４ページ目からさまざまなアウトカム指標の評価を並べていく予定にしていますが、

今日は皆さんにご意見をいただいてからということで、一つだけサンプルとして示してお

ります。 

 琵琶湖の水質というものを一つ選びまして、水質といっても透明度、有機物、窒素、り

んなど、いろいろあるんですけれども、それらを総合的に見て、結局どうなんだというこ
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とを非常に感覚的に評価をしています。 

 左上の琵琶湖の図では、オレンジ色の横線が入っていて、青色の矢印が右向きに付いて

いますけれども、これは北湖と南湖別に評価を分けていまして、状態という評価について

は「悪くはない」としています。 

 というのは目標値がありまして、目標値に達成していないものも幾つかありますので、

「悪くはない」という評価にしているということと、傾向については、ＣＯＤは例外的に

上がってはいるんですけれども、その他については長期的には改善傾向にあるので、ここ

では「改善している」という評価にしております。 

 琵琶湖の図の右側に、長期的な傾向や、ＣＯＤに関する補足をできるだけ分かりやすく

書くような形で書いており、また、下の方に「平成２５年度のＴｏｐｉｃ」という形で、

昨年度１年間、この指標についてはどんなことが起こったのかということをトピック的に

示していけたらと思っています。 

 例えば水質ですと、去年はＣＯＤが大きく下がるというようなことがありました。それ

はなぜかといいますと、植物プランクトンが減少したとか、降水量の増加というのが大き

な原因ではないかということや、あるいは台風１８号のときに、直後に非常に透明度が下

がったとか、溶存酸素の濃度に関しては問題になるようなレベルは観測されなかったとい

うようなこととか、そういうトピック的なことのエッセンスをここに記載しているという

ものです。この一つのフォーマットをもって、他の漁獲量であるとか、あるいは社会経済

的な状況であるとか、そういったものもまとめていけると、水質や生態系はどうなんだと

いうことが視覚的にも感覚的にも分かるのではないかということで、整理させていただい

たところです。 

 どんな指標についてまとめていくのかということは、今回は琵琶湖の水質という一つだ

けをサンプルでお示ししましたが、１ページ目の目次に、他に考えるものとして、例を書

いています。 

 最初にも申し上げましたけれども、アウトカム指標であるということがまず重要な点と、

もう一つ、傾向評価するということから、できるだけ長い期間の経年変化が分かるような

データがそろっているという２つの観点プラス、琵琶湖を今評価する上で重要と思われる

指標ということで仮に選んでみましたが、もっと他に重要な指標というものもあると思い

ますし、逆にあまりこれは重要ではないのではという指標もあるかもしれません。そうい

ったことも併せてご議論いただけたらと思います。資料２は現時点ではイメージとして捉

えていただけたらと思います。 

 目次に書いているような各種の指標について、今のような整理をしていけたら考えてい

るとご理解ください。 

 次に、「指標間の関連性の整理状況について」について説明します。資料２の最後のペー

ジと、資料３を見ながらお話をしていきたいと思います。 

 昨年のこの学術フォーラムでも、「指標間の関連をちゃんと捉えないといけないのではな
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いか」というご意見をたくさんいただきましたし、またそれに応えるための一つの手段と

して、いろんな指標をフローとストックという観点からまとめたらどうかというご提案を

させていただきまして、皆さんから大筋でご了解を得られたのかなというふうに思ってお

ります。 

 ただ一方で、「何でもかんでもフローとストックで評価することもできないよ」というよ

うなご意見もいただいておりますので、そういったことは十分配慮しながら、可能な範囲

でフローとストックという観点から状況を把握できないかということを考えています。 

 まず資料２の最後のページですが、これは資料１－１、１－２の表あるいはグラフの指

標の項目全てを図の中でいうとどこに当たるのかというものを示したものです。 

 分け方はいろいろあるかもしれませんけれども、森林、河川、流入負荷、水質、魚介類、

湖底環境、水草など、そういう形で大きく分けて、それぞれがどういう因果関係にあるの

か、どれがどれに影響を及ぼし得るのかということを矢印で描いておりまして、それぞれ

に当たるアウトカム指標、あるいはアウトプット指標をその図の中に載せております。 

 これで見ていただきますと、どういうところに関連してどういう指標が提案されている

のかというものが視覚的に分かると思いますし、また逆に今提案されている指標の中で、

ここの部分は実は足りないなということにも気付いていけるのではないかなと思います。 

 ちなみにこの因果関係の図ですけれども、今回一番参考にさせていただいたのは、琵琶

湖政策課をはじめ関係課と漁業者も一緒になって取り組んでいる「魚たちのにぎわいを協

働で復活させるプロジェクト」の中でこういった因果関係をずっと整理してきております。

それを最大限活用しながらこの図を作っているということを申し添えさせていただきます。 

 全体を見ていただきますと、例えば右下に水位というのがありますが、今水位に関する

指標は取り上げられていません。水位については何を指標とするのかというのは、一つ大

きな議論になるかと思うんですけれども、水位に関しては重要でありながら指標としては

まだ取り上げられていないということや、大気降下物に関しても指標としてはない、そう

いったことにも気付けるのかなと思います。 

 補足なんですが、左上に暮らし・地域ということで、主に暮らしと湖の関わりの再生に

関連するような指標をまとめたんですが、これは個別の項目に分類するのが非常に難しく

て、意識の改善などは全体に効いてきますので、また、あまり書き過ぎると矢印が煩雑に

なってしまいますので、全体に影響するというかたち形でまとめております。これが、指

標間の関係を分かりやすく図で整理するということで取り組んだことの一つです。 

 もう一つ、資料３をご覧ください。 

 昨年の学術フォーラムでもフローとストックという話をさせていただきましたが、やは

りマザーレイク２１計画の指標を統一的な観点から取りまとめるということが重要です。

しかも、それは定量的にしていくということが重要ではないかと考えております。 

 指標値はそれぞれ重さ、面積、指数など、いろんな単位でまとめておりまして、結局相

互に比較したときに分からないと思います。 
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 ですので、これを様々な文献を参考にして、できるだけ統一的な指標、具体的には炭素

と窒素とりんの重さに換算して、フローとストックの観点からまとめてみました。具体的

には、その様々な単位を持つ指標値に密度や含有量そういう様々な原単位を掛けて、炭素、

窒素、りんの重さに換算するということをやってみました。 

 やり方は非常に複雑なものから簡単なものまであると思うんですけれども、今回はでき

るだけ簡便な方法で計算するということを目指しました。これは作業量云々というよりも、

こういったことがあまりにも複雑になるよりも、継続して作業できることのほうが大事で

はないかということで、簡便な方法でまとめております。 

 また補足させていただきますと、前回の学術フォーラムにおいて、フローとストックと

いったときに、「社会的なことも含めて、かつて『成長の限界』なんかでやられたようなモ

デルづくりをしていくのはどうか」というご意見がありましたが、その前に、まず単位の

違う指標を統一的に整理していくことが一番大事ではないかということで、今回はこうい

った作業に取り組んでいるということを申し添えさせていただきます。 

 次のページからがトライアルとしてやってみた結果になります。 

 ３枚の図がありますが、１枚目が炭素、２枚目が窒素、３枚目がりんとなっていまして、

北湖と南湖で分けて整理をしております。 

 今回は湖内の物質収支を中心に描いております。今後陸域、集水域といいますか、その

社会的な状況も含めて物質収支を描いていけたらと思いますけれども、今回はまずは湖内

ということで描いております。 

 この図の中で、オレンジ色についてはストック、青色のものはフローを示しています。 

 かいつまんで私が気付いた面白いなと思う点を幾つか説明させていただきますと、例え

ば炭素量の収支図で南湖を見ていただきますと、水草の現存量が１，９８６ｔとあります。 

 一方で、その右上に物質存在量が３００ｔと書いていますけれども、この物質存在量と

いうのは、いわゆる水質です。ＴＯＣとして測られるものに単に南湖のボリュームを掛け

たものなんですけれども、プランクトンも含めての水中にあるものの量です。それを見て

いただきますと、非常に水草の持っている炭素量というのは多い。水中に溶けているもの

よりも６倍以上あるということが分かっていただけるかなと思います。 

 窒素量やりん量で見ると、また比率は違っていて、２、３倍、あるいは５倍ぐらいにな

ったりするんですけれども、南湖においてはかなり水草の現存量が物質収支の上で重要に

なってくるということが分かるかと思います。 

 他にカワウの捕食量については、これもよくいわれていることではありますが、例えば

炭素量の北湖において、カワウに捕食されている９６ｔと在来魚の漁獲量１３１ｔが、か

なり近い値といいますか、カワウによって捕られているものが漁獲量に匹敵するぐらいの

量になっています。 

 最近カワウが減ってきておりますが、それでも、なおやはりカワウによって捕食されて

いるであろう量は多いということが分かると思います。 
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 また底質現存量については、これも底質といっても何ｃｍぐらいの幅で見るかで、全く

値が当然変わってくるんですが、今回仮に５ｃｍとしてみると、他とは桁が２つも３つも

違うぐらいの量になっているということで、これが仮に１ｃｍ、または０．１ｃｍだった

としても、それなりの底質の量というのが、炭素量で見ても、窒素で見ても、りんで見て

もあるということが分かりますし、底質というのが大きな物質のストックになっていると

いうことが分かると思います。 

 また、ヨシの群落の現存量については、８月のヨシが一番生えているときの現存量を示

したものですので、年間でいうとこれぐらい最大吸収されていると思っていただいたらい

いと思います。炭素量で見ると水草よりちょっと少ないんですけれども、一方で窒素とか

りんで見ると、実は水草のほうがずっと多くて、ヨシというのは炭素量で見ると非常にボ

リュームが大きく、窒素、りんで見ると、水草に比較すると少ない含有量を持っていると

いうこととか分かります。今までヨシはヨシ、水草は水草、魚は魚、カワウはカワウ、流

入負荷量は流入負荷量といった形で評価をされてきたんですが、こういう形で見ることで、

それぞれの相互関係や、量としてどうなのかといったことが比較できるようになりますし、

全体として何が起こっているのかということを理解する重要な資料になり得るのではない

かなと思っております。 

 計算方法は詳細を説明しませんけれども、資料３の最後のページの表に記載しておりま

す。基本的には、ｈａやｔや平方キロメーター、そういった指標値にいろいろな原単位を

掛けてＣＮＰの現存量を出すということをしておりますが、もっといいデータややり方も

あると思います。そういったものはまた教えていただけたらと思いますけれども、できる

だけ簡便にというような形で出してみた図になります。 

 こういったものの整理をしていければ、指標を単に個々の指標として集めるだけではな

くて、それぞれの関連性も見えてくるのではないかなと思い、今後も継続してできたらい

いのではないかなと考えております。 

 

（津野座長）ありがとうございました。 

 ただ今、事務局からご説明をいただきましたが、今から意見交換を行いたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように、この学術フォーラムはマザーレイク２１計画の進行管

理に当たっての多様な部分の状況を総合的に把握して、学術的な観点から今後の方向性を

検討する役割になります。 

 今回、多様な部分の状況を総合的に把握するため、各指標間の関連性や、その評価方法

についても整理をされていましたし、また個々の指標についても図表化されておりました。 

 今からご意見をいろいろといただきたいと思いますが、まず「指標の評価方法・選定に

ついて」ということで、状態と傾向に分ける評価の仕方についてのご意見、「指標間の関連

性図について」のご意見、それから「物質収支の把握方法について」のご意見、その他、

何でも結構ですが、ご意見をいただきたいと思いますが、お互い関係しているところもあ
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りますので、どのあたりでも結構ですので、ご意見がありましたらよろしくお願いします。

はい、どうぞ。 

 

（西野委員）一つは質問で、マザーレイク２１の改定版をつくりましたときに私も関わり、

そのときに指標を幾つか挙げたんですが、今ここに挙げられている指標はそのときに挙げ

られた指標が全て挙がっているかどうかということが一点です。 

 それからもう一点は、先ほどの佐藤さんのご説明にもありましたように、例えば資料２

の相関図に水位を入れないといけないというのは、それは確かにそうだと思います。しか

し、改訂版策定のときにつくった指標というのは、時間的な制約がありまして、もっとい

い指標があるかもしれないけれども、とりあえずこういうのが指標になりますよというこ

とで、例示として挙げたという経緯がございまして。そうしますと、今後、その指標間の

関連性を調べていただくというのは大変結構なんですけれども、この水位にも表れている

ように、さらによい指標、今挙がっているもの以外にもっとよい指標のこともぜひお考え

いただきたいと思います。 

 特に気になりましたのが、先ほどＣｔ、カーボンにしろ、窒素にしろ、りんにしろ、湖

底の泥の現存量というのは非常に高いという話がありましたけども、実際にその湖底環境

の指標として挙がっている中には、泥の状況の評価というものが全く活かされていないん

ですね。実際に過去の研究を調べてみましても、湖底の泥質化というのは非常に顕著で、

特に南湖の場合は、泥の割合が過去数十年の間に著しく増加しているということが分かっ

ておりますので、これは絶対抜くことができないというような指標を今後も追加しながら、

指標間の関係を整理する作業をぜひ行っていただきたいと思います。 

 例としましては、湖底の泥の状況をどういうふうに評価するかというところが非常に重

要になってきます。その泥質化ですね。つまり粒度がどんどん細かくなっている。それと

もう一つは、泥の中の有機物が増えているという現状があり、データとして十分にあるか

というところは難しいと思うんですが、そういうデータを追加していただいて、泥の状況

の評価というのはぜひやっていただきたいところです。 

 それから水位については、これは私が以前に提案させていただいたんですが、なかなか

水位の評価というのをどうするかは難しいんですが、例えば干上がりの頻度を何らかの指

標で示す。そうしますと、浅いところの底生動物で、例えば貝への影響というのが評価で

きるだろう。そうしますと、例えば年間にＢＳＬがマイナス０．７ｍよりも低かった日が

何日あるというような評価というのが一つあるのではないか。 

 もう一つは、例えば今度は魚の産卵状況です。産卵に対する影響で、水位がどれぐらい

高いかというのが問題になってくる。そうしますと、一つの例としては、ＢＳＬがプラス

０．１超えると産卵が増えるという佐藤さんの研究がありましたので、では年間の魚の産

卵期に限定したＢＳＬが０．１ｍ以上の日数という指標を一つ入れるという形での評価と

いうのが可能ではないかなと思いました。 
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（津野座長）今ご提示いただきましたご意見に対し、何か事務局からございますか。 

 

（事務局）指標につきましては、当時の冊子に挙がっているものは全部含まれているんで

すが、県の他の各種計画書など、関連するような指標は積極的に追加しております。 

 当初はもっと少ない指標数でしたが、現在は延べ１２７で、指標数を増やしております

し、また今後も、順応的管理という観点からも、西野先生がおっしゃったように、関連す

るような、参考となるような指標は入れていきたいと思っております。 

 また泥質化や、水位については、県の研究機関とも相談しながら、研究してまいりたい

と思っております。 

 

（津野座長）指標に関しましては、この改訂版をつくったときには、もうちょっと議論し

てきちっと整理すべきではないかというご意見もあったんですが、それをやっていると

延々と時間が続くので、とりあえず分かるものを挙げて、順次整備していくことといたし

ました。 

 もう一つ、去年一度、かなり時間をかけて新たな指標の観点をこの学術フォーラムで検

討させていただいたと思います。そういうことも踏まえてと思います。 

 それからもう一つが、今西野委員もおっしゃられましたが、抜けているであろう指標等

があるということですし、また、この指標間の相互関係を表していくときに、新たにこう

いう指標があったらいいなというのも出てくるかと思いますので、そういう観点からぜひ

新しい指標を入れていっていただきたいと思います。 

 それから西野委員が具体的に挙げられました底質、底泥の粒度などについても、なかな

か資料は難しいかもしれませんが、特定の地点を決めて、あるものから整理し、体系的に

取っていこうというような計画も考えていただければよろしいかと思います。それから産

卵ですね。産卵時期の干上がりや、学術的なデータも大分出ています。 

 今、事務局からお答えいただきましたように、周辺など、いろんなところも重ねて広域

的に考えていただきたいんです。 

 何か付け加えるようなことはありますか。 

 

（西野委員）あと２点です。 

 例えばもう一つ、貝の漁獲量が減っているというデータがありますが、貝が減少した結

果として何が起こっているかというところも、結構大きな因果関係があると思っています。

最近、琵琶湖の岸の近くで貝が非常に減っているのは事実なんですが、その結果として、

例えば湖岸で付着藻類が増えている。先ほどの泥質化とも関係がありますが、湖底の状況

がかなり変わってきているという印象が強く、単に貝が減ったということではなくて、貝

が減ったことによって湖底の状況がどんなふうに変わっているのかというところも、ぜひ
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検討がされるように指標を入れていただけたらと思います。 

 魚についても、魚が減ったことで魚の餌となるプランクトン群集がどういうふうに変わ

ったかなど、そういう視点での解析が、もし可能であればお願いしたいと思います。 

 それからもう一つ、この物質収支図について、非常に分かりやすい図で、なるほどなと

いうところが結構ありますが、ぜひやっていただきたいのは過去との比較です。 

 琵琶湖生物資源調査団で、１９６０年代の当初に、かなり魚の現存量であるとか、プラ

ンクトンの現存量が分かっていますので、例えば１９６０年代と比べて、この物質収支図

はどこがどう変わっているかということです。 

 そういう形を持続することによって、例えば在来魚を戻していくにしても、目標図を今

後どういう方向で置いたらいいのかというところが分かるようなものにしていただく。 

 もう一つ気になっていますのが、湖魚料理とかを利用する人が増えたらいいというのは

確かにそうなんですが、琵琶湖の例えば在来魚にしろ、貝にしろ、その資源量には限りが

あるわけです。その限りのある資源量の中で、どの程度毎年取り上げていったら持続的に

漁業が可能かというのを、カーボン、窒素、りんの物質収支の視点で一回整理をしていた

だく。実際に県民の人たちに食べてもらって、琵琶湖の魚とか貝のおいしさというのを理

解していただくことは非常に重要ですが、今の現状の中でどれぐらい可能なのか、どのぐ

らい増やすと、例えば消費にどれぐらい回せるのか、そういう形での整理をぜひお願いし

たいと思います。 

 

（津野座長）ありがとうございました。いずれも新しいご提案だと思いますので、事務局

でお答えというよりは、少し検討課題に入れていただければと思います。 

 他に意見ございますか。はい、どうぞ。 

 

（田中委員）今の西野委員に関連のあることでご質問をまずさせていただきたいと思いま

す。 

 ２つの問題提起、私も全くそのとおりと思います。水質と、そこにすむ底生動物、その

代表としての貝類、これらがなぜ大事かというと、累積的な影響を最も反映する指標にな

るからです。 

 堆積物というのは長い年月の中で変化した過程を確実に表す指標ですから、佐藤さんが

非常に詳しい分析をされて、Ｔｒｅｎｄという観点は非常に大事です。その中に長期的な

データ、最低３０年、琵琶湖がこういう状況になって、それを元に戻す上で、底質のデー

タは非常に大事だと思います。湖底の深いところの底質と同時に岸辺の水際の底質、これ

はセタシジミ等、貝類の生息に直接関わってきます。同じ底質も、琵琶湖の底質と湖岸の

底質とではちょっと意味が違うと思われます。環境指標としての窒素やりんなどはＴｒｅ

ｎｄとしては確実にいい方向に向かっているにもかかわらず、なぜセタシジミ等、生き物

は復活しないのかという、一番大きな解明すべきポイントに関わる課題だと言えます。 
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 例えば森林の健全な状態や、農業のあり方とも関わる河川の流量など河川とのつながり

が湖岸の底質には関わってくると思います。そのような森とのつながり、農業とのつなが

り等の多様な関連するつながりを、どこかを起点にして軸を定めて分析していくというの

は非常に大事です。全ての関連を同じような重みでというのはとてもできないことですし、

また逆に問題のフォーカスを隠してしまうということにもなりかねません。 

 底質がどんどん悪化してくるのにはいろんな問題が関わっていると思います。例えば河

川の流量です。私も子どものころから琵琶湖のそばで育って、川をよく見ていたのですが、

昔はもっと水が確かに流れていたように思います。しかし、今はほとんど流れていないわ

けですね。 

 物理的なプロセスだけを考えても、水量が少なくなれば、砂などの比較的大きな粒子は

流れなくなり、流れるのは細かい粒子のみとなります。それだけ考えても、底質が泥化す

ることにもつながっていくことにもなりますし、そのことに関わって、貝類が少なくなれ

ば、彼らは水の中で有機物、植物プランクトンその他を大量に食べて、それで体を大きく

して水産物の供給に貢献するだけではなくて、水の循環、物質循環を健全に保つ存在です

から、貝類の生息環境が悪くなれば、そのプロセスが悪くなることにつながります。そう

すると、そのこと自身が今度は貝類の生息をさらにしにくくするという負のスパイラルに

もつながってきます。私は、そのような累積的な変化を表す指標をもっと大事にして、そ

こをきっかけにいろんなこととのつながりを調べていくことが非常に大事だと考え、毎回

これに類したことは申し上げています。ぜひその辺りをお考えいただきたいと思います。 

 

（津野座長）ありがとうございました。 

 いろんな重要性の話を整理してお話しいただきましたが、事務局、何かございますか。

検討課題として、きっちり理解をしていただくということでよろしいですか。 

 

（田中委員）それから、私も技術的には専門ではないのですが、累積した変化というのは、

例えば湖底の場合だったらコアサンプルを取って、時代を少しさかのぼってというような

方法もあるのではないかと思います。底質などの累積的なデータというのは過去にさかの

ぼって分析できる道があると思います。水質だと、過去の水質を今から調べることはでき

ないですけれども、そのようななことも含めてお考えいただければと思います。 

 

（津野座長）ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター）ありがとうございます。西野委員も含めて、底質の重要

性というのをご指摘いただきまして、ご存じかもしれませんけれど、琵琶湖環境科学研究

センターで、１０年に１回、底質の表層が中心なんですけれども、重金属なども含めた調

査というのもしていまして、その中に、一部有機物とか窒素、りんの含有量も測っていま
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す。そういったことも私自身は指標として入れていけばいいのではないかなと思っていま

すし、実際、今回、物質収支図に書いた底質というのは、指標の中には現在入っていなか

ったんですけれども、私が別途調べて図の中に入れたりしているんです。やはり底質とい

うのは大事かなと思っていますので、それはこれからも掲載を考えていきたいというのが

一つと。 

 あと、特に田中委員からのご意見で、何か一つ重要なものを軸にして状況を捉えていく

のが大事ではないかという点で、全体を何となくざっくり把握するというよりも、何か特

にこれに関してはこういう因果関係があるというようなまとめ方もあるんだろうなと思い

ましたので、今後、図とかをまとめるときには考慮しながら、資料のまとめ方を考えてい

きたいなと思っています。 

 

（津野座長）ありがとうございます。他には。 

 

（清水委員）今底質のお話が出ていて、西野委員から、いろんな生物の関わりや関連性が

底質、水質、水中を含めてあって、定性的にプランクトン大型、小型、最終的に魚までど

うなるかということをやっておられますが、底質のほうでそんなことをやっておられるの

はまだ僕は見たことがなくて、そういう意味では底質は大事ですねというお話なんですが、

底質は確かにかく乱されなければどんどんたまっていって、古いのが下に行くんですが、

そこにそのとおりの履歴がちゃんと残っているか。僕はちょっと違うのではないかなと思

っています。底に行けば底に行くほど、環境は状況が変わってきますから、どんどんたま

った年代は分かるのかもしれないですが、変化していくものだと思います。 

 例えば１０年前だったら、水中でも底質でも、そこにいる生物がいろんなものがいて、

例えばＤＮＡシークエンサーみたいなのがなかったですから、あまり発達しなかったもの

ですから、全部解決することは難しかったと思うんですが、今だったらある程度できるよ

うになっている。では、もし今１０年前の場所を取ってＤＮＡシークエンサーに掛けたら、

たぶん１０年前の状況は再現できません。 

 この間、県の方ともお話ししていたんですが、ちょっとこの議論から外れるかもしれま

せんが、非常に効率的に場所を決めなければいけないんですが、底質を定期的に取って、

それをどこかにアーカイブしておいてほしいなと思います。できれば水もあるとうれしい

んですが、水よりも底質の方が取っておきやすいかなと思いながら発言していますが、そ

うしたら、将来、３０年ぐらいのＴｒｅｎｄや、これさえ測ればというのが出てきたとき

に、非常に重要なものになるなと思って、できればそんなことをお願いしたいなと思いま

す。 

 

（津野座長）ありがとうございました。サンプルを保存ということですが、琵琶湖研究所

ができたときに、大きな冷凍庫をつくってサンプルをずっと冷凍して置いておいて、いず
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れ別の指標で測ろうという話があったんですが、場所もお金も時間も取ります 

 ただ、今の琵琶湖研究所環境科学研究センターのにも、生物標本、特に植物プランクト

ンについてはかなり素晴らしいものがありますので、環境省の大きなプロジェクトもそれ

で成功裏に終わったと思います。余談になりましたが、今のご提案もありますので、ご検

討いただきたいです。 

 はい、井手委員。 

 

（井手委員）まずは西野委員から出ました、特に物質収支関係で過去との比較という点に

つきまして。私も、せっかくストックだけではなく、フローも出すようにしたわけですか

ら、フローに関して何らかの形で、難しいとは思いますが、過去との比較ができれば、フ

ローまで見ていくことの意義がかなり出てくるだろうという気がします。 

 その意味では、個人的には年代的にさかのぼり過ぎかもしれませんが、かつて行われて

いた貝曳きであるとか、モラ採りであるとか、そのあたりも含めた湖からの炭素、窒素、

りんの除去量というところも、粗っぽくてもいいので見られれば面白いのではないか、と

いうところです。 

 もう一点は大きく指標に関してですが、私の立場からは、指標のメッセージ性というこ

とも考えるべきではないかと考えます。 

 具体的には水位の件です。別の観点から水位の話が出ましたが、実は昨年度のびわコミ

会議のとき、参加者の方から呼び止められ、「琵琶湖にとって水位は大事ではないのか」と

いうふうに言われました。というのは、びわコミ会議のときに、その前年度のこの学術フ

ォーラムに出された琵琶湖のいろんな指標のデータなどを資料として説明したのですが、

その中に水位のデータが全くありませんでした。こちらとしては、水位はもちろん非常に

重要であり、いろんな影響を及ぼしているという認識ではいたのですが、結局琵琶湖に関

して重要な指標であるというものの中に水位というものがないということ自身が、一般の

方々に言わせてみると、「水位は重要ではない」というように誤解されてしまいました。や

はり「大事だよ」というメッセージをきちっと伝えるためにも、大事な指標はきちっと指

標として出していくということをもっと意識すべきではないかというふうに思っています。 

 そういった意味では、今回のこの資料２というのは、私なりには、情報提供のあり方の

工夫の試みかなというふうに捉えております。大切なことは分かっていながら、なかなか

このあたりは十分な工夫ができていませんでしたので、いろんな形を試行錯誤しながら、

特に一般の方々にどう捉えられるかというふうなことをきちっとフィードバックした形で、

よりよい情報提供のあり方、あるいはその中での指標群のあり方というのを検討していた

だければと思います。 

 そのためには最後にもう一点だけ、資料１－１です。本日はパワーポイントでおそらく

つくられたものが１ページ４枚の図で出ているのですが、もしこれが、例えば今年のびわ

コミ会議にそのまま使われるのであれば、少し見にくいなと。要するに、この状態で、白
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黒で、この大きさで見せるというふうに考えたときに、やはりちょっと数字として小さか

ったり、あるいはカラーであれば区別ができるものであっても、白黒ですと、ちょっと区

別が付きにくいようなグラフが幾つかあります。情報提供という意味ではちょっとこれは

まずいのかなという気がしました。それから、改めて最後に、資料１－１の１２ページか

ら１３ページに、項目として「生物多様性の状況」とありますが、ここで出てくるグラフ

が実はカイツブリの生息数と赤野井のホタルの飛翔、地域数の２つしかございません。こ

れはやはりバランス的にいかにも少ないという意味で、逆メッセージになってしまうので

はないかというふうに捉えさせていただきました。 

 

（津野座長）はい。では、西野委員のご意見を聞いた後で、事務局お願いします。どうぞ。 

 

（西野委員）今のに関連して、私も「生物多様性の状況」の項目はあまりにも少な過ぎる

と思ったんですが、レッドデータブックを滋賀県でつくっておりますので、この滋賀県の

レッドリスト化ですね。 

 例えば植物では、前にも提案させてもらったんですが、レッドリストが２０００、２０

０５、２０１０の３回出ていますので、それで３回の変化のトレンドで見るというのが非

常に重要になってくるんですね。 

 一つは、レッドリスト指数みたいなものを使うか、あるいはそれぞれのカテゴリーで分

けて植物だったら、カテゴリーがどう指定された種類がどれだけ増えてきたかとか、ある

いはどれだけ減ってきたかというような割合でも必要かなと思いました。 

 

（津野座長）今、井手委員からは、一つは物質収支で、いろんな行為に対してどれだけ影

響があるか、過去にさかのぼったような行為も含めてという話が一つありましたし、指標

についても、一見特徴的な指標ばかりではなくて、やはりメッセージ性のあるようなもの

も考えてはどうかという話がありました。 

 それから西野委員から井手委員と同じように、生物多様性の件でデータベースをお使い

になられたらというようなのがございましたが、事務局、何か補足することはございます

でしょうか。 

 

（琵琶湖環境科学研究センター）ありがとうございます。 

 まず１点目の過去との比較ということ、西野委員からもご意見をいただきましたけれど

も、それはまさに目指しているところでして、やはりその現状と過去の物質収支というの

は大きく変わっているだろうと思うんですね。それが変わっているだろうということは分

かるんですけども、どこがどう変わって湖内に影響を与えているのかというのは、やはり

漠然としか分かっていないと思いますので、こういう数字でなにがしか荒っぽくても出し

てみると、何か大きな発見があるかもしれないと思いますので、それはトライアルしてい
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きたいと思っております。 

 ２点目はもうおっしゃるとおりだと思います。 

 ３点目は、ご意見をいただきたいと思うんですけれども、実はレッドリストを使った整

理というのは今回検討したのですが、出せなかった理由がありまして、レッドリストで絶

滅危惧種などの数が増えたり減ったりしているんですが、数が増えたら非常にその群集に

関して危なくなったということだけではなくて、その種が新種ではないにしても新たに見

つかったというか、必ずしも危険になったからということではなくて増えた場合もあり得

るので、それだけで評価できないのではないかというような意見もあったと聞きまして、

今回は載せられていなかったんですけれども、そういうことも含めて、どういうふうにこ

れを使っていったらいいのかというご意見をいただけたらと思います。 

 

（津野座長）何か西野委員の方から。 

 

（西野委員）確かにレッドリストについて、特に２０００年については、２０００年と２

００５年以降では指定の基準が違っていましたので、そこはおっしゃるとおりです。 

 ただ、その指定が十分ある生物群というのもあるわけですね。例えば魚類に限定して、

琵琶湖の固有種に限定するとか、あるいはその魚類で琵琶湖に生息すると考えられている

のは４８種が在来種でいるんですけども、それは比較的研究が進んでいる生物群ですので、

そういうものに限定して出すというのが一つのやり方ではないかと思います。 

 

（津野座長）ありがとうございます。また事務局で考えて、西野委員もお忙しいと思いま

すが、相談していただければと思います。西野委員、お願いします。 

 

（西野委員）さらにややこしくなるようなお願いなので恐縮なんですけども、この資料３

の物質収支図で、例えばヨシの話をされたんですけども、ヨシは琵琶湖本湖よりも内湖の

ほうが多いわけです。そうしますと、例えばヨシも関連するところの内湖の評価というの

もどうなのかというのを別の図でデータがあると、随分琵琶湖でも内湖はここがこう違う

んだなというのが分かるのではないか。全部の内湖のデータはないと思いますけれども、

例えば西の湖については、かなりデータの蓄積がありますので、それも一つ入れていただ

けたらと思います。 

 もう一つは水草。ヨシもそうなんですが、これは沿岸部です。要するに光が十分届いて

光合成できる範囲の話なんですが、泥の方は、北湖に例えば水深が９０ｍとか１００ｍの

ところもあるわけで、そこは分けたほうがいいのかなと思います。ちょっと図がややこし

くなるんですけども、沿岸部と水深エリアと打って、例えば１０ｍまで、透明度の倍の水

深で切ってしまって、それでそこより上と下というふうな分け方をされた方がもうちょっ

とすっきりするのではないか。 
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 沿岸部の方は、泥から上がってくるというのはあるわけですけども、深底部などにつき

ましては、そんなには上がっていかない。泥の舞い上がりはゼロとは言いませんけども、

沿岸部に対する影響をかんがみると、やはり沿岸部とそうではないところというのは、泥

についても、プランクトンもそうかもしれませんけれども、分けたほうがいいのではない

か。 

 それから泥を５ｃｍというふうに言っておられますけれども、実際はその堆積速度が違

うわけですね。北湖は年間１ｍｍ、南湖は３から５ｍｍと言われているわけですから、過

去何年分というふうな切り方をしまして、例えば北湖だったら上から１ｃｍ、例えば過去

２０年、過去３０年という形での切り方で、近い指標を入れたような切り方で泥の底質の

現存量というのを分けたほうがいいのではないかなと思います。 

 あと、水草が底から栄養塩を取っていると思うんですけど、それが何ｃｍというのは大

体分かっていますので、それを考慮して、何か底質の現存量というのを分けると、もう少

し現実に即した形でいろんなことが理解できるのではないかと思います。 

 

（津野座長）ありがとうございました。かなりまた作業が増えますが、事務局の方で、最

初から複雑にやって分かりにくくするのではなく、だんだんと精緻化することとなると思

いますので、よろしくお願いします。 

 泥のセンチの話も、環境が変わると全く泥の中の成分が変わってまいりますので、もう

少しご検討いただければと思います。もう何十年も前の話ですが、日本中の湖の泥のりん

の濃度や、窒素の濃度を測ったことがあるんですが、表層のほんの数ミリのところのりん

や窒素の濃度というのは、きれいなところも汚いところも、よほど汚いところは別ですが、

あまり含有量が変わらないんですね。なぜかといったら、湖の底層が嫌気になったら溶出

し、酸素が戻ると再び湖底表面へ堆積するというバランスで成り立っていますので、その

辺りは、泥のことを清水先生にまた意見を聞きながらよろしくお願いいたします。 

他に、はい、どうぞ。平山委員。 

 

（平山委員）去年も言わせていただいたんですけれども、指標の地域的な違いというのに

ついて、最初の資料１‐１の１０ページ以降のヨシの植栽面積のあたりぐらいから、どう

いうところに植えてるのか、あるいは農業に関しても、耕地面積や耕作放棄地、また林業

に関しても、利用間伐面積や除間伐を必要とする人工林に対する整備割合なども、どうい

うところでやられていて、またやられていないのかということを地域単位で見ていくこと

が、これからどうしていったらいいかということが具体的になりやすいと思うんです。 

 資料２の用紙サイズＡ３の絵で描いてくださった指標間の関連で見ても、森林から川が

流れてきて琵琶湖に注いでいるんですが、この琵琶湖に注いでいる川というのは一つだけ

ではなくて、幾つも流域があって、相互的にトータルで琵琶湖の水質などに関わってくる

と思うんですけれども、こうした流入負荷が起こっている上流部が、それぞれの流域でど
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うなのかということを示してまとめていった方が、住んでいる人が今後どうしていったら

いいかという方向性も見えやすくなるのではないかなと思いました。 

 難しいことかもしれませんが、ただ林業に関しては、たぶん市町村単位で、データがま

とまっていたり、農業に関してもあるかと思いますので、流域単位というのはなかなか難

しいかもしれないんですが、市町村単位でもそうしたものが見えてきて、ここではみんな

が目標としているものに近づきつつあるとか、こちらはもっと努力したほうがいいなとい

うことも、住民の視点からも見えやすくなるのではないかなと思いました。 

 

（津野座長）ありがとうございます。やはり全体として見るのも必要ですが、県民の方々、

関連の方々に参画していただくためには、そういうことが必要であるというご意見だった

と思いますが、事務局いかがですか。 

 

（事務局）平山先生がおっしゃったような、流域単位や、市町単位でどの程度データがあ

るのかを把握しておりませんので、また関係課に確認したいと思います。 

 

（津野座長）他には、はい、どうぞ。 

 

（井手委員）特に一般の方々への情報提供ということを考えたときに、改めて思ったこと

ですが、水質という言葉の問題をもうちょっと考えるべきではないかという気がいたしま

した。 

 我々は水質という言葉を本当に当たり前のように使っているのですが、よく一般の方々

と話していて誤解されるようなときがあります。例えばごみの問題で、我々は水質という

とごみは関係ないと思いますが、一般の方々には、ごみも水質である。あるいは、漁師の

方々は、魚が獲れる、獲れないも水質という言葉の中に盛り込んでおられる。 

 我々も厳密に使っているかと言うと、そうではない。今日の資料１‐１もですが、ＣＯ

ＤやＢＯＤ、いわゆる化学的に分析できるようなものを水質と言っていて、植物プランク

トンについては別項になっている。これは無意識のうちに植物プランクトンや漁獲高を水

質ではない別の項目とし使い分けてしまっているのです。しかし、実はこのあたりはそん

なに明確ではないですよね。 

 水質指標の中にプランクトンを含める場合もあります。このあたりもよく気を付けない

と、一般の方々に「琵琶湖の水質は良くなっている」、あるいは、「まずまずだよ」と一口

で言ってしまう時のそもそもの認識がずれる原因になると思いますので、情報提供という

意味では、今一度検討すべきではないかと思いました。 

 

（津野座長）ありがとうございます。特にこのフォーラムでは、一般の方々とも一緒に取

り組むこととしておりますので、何か方法があればお考えいただきたいと思います。 
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 他に、はい、どうぞ。 

 

（西野委員）資料１－１は、年の単位が西暦や和暦が混在していて、専門家でも重ね合わ

せることが難しいんです。 

 ですから、特に一般の方にお知らせするときは、時間の単位を統一していただかないと、

混乱すると思います。 

 

（津野座長）事務局よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

（清水委員）井手先生が水質のことを言われたので、僕は水量の話をさせていただきます。

マザーレイク２１のこの新しい計画で一番重要なのは、琵琶湖だけに目を向けるのではな

くて、人々の暮らしも含めて流域にも目を向けましょうというのが非常に重要なことかと

思うんですが、資料２の「琵琶湖と暮らし２０１４」の「琵琶湖の水質」の項目の一番下

に、去年の９月に台風が来てというのがありましたが、関連する指標がアウトプット、ア

ウトカムになっていて、インプットがないなと思ったんです。 

 例えば、去年の９月に台風が来て透明度が下がりました。一生懸命私たちがした努力が

台風によって飛んでしまうんですね。人々が生活していく上では、警報が出ると生活に非

常に大きく関わることですから、地球温暖化や、気候変動を考えると、気象あるいは気候

に関する降雨データなどが少し入っていてもいいと思います。そこからおそらく水位も関

係するでしょうし、去年の９月は僕はよくこの湖岸を通りましたけど、琵琶湖の水面が目

の上にあるような感じがして、もう自然には太刀打ちできないなと感じたので、関連する

指標の中に、人々の生活を守るためという意味で、インプットを考えていただきたいと思

いました。 

 

（津野座長）新たな提案ですが、よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

（田中委員）資料２の図で、森から川までというのがあるのですが、資料１の森林、林業

の状況について、個別の指標でいうと、厳しい状況から少し展望が出るような、例えば森

づくりの活動も増えてきたように、いい方向に動きだしていると見てしまいがちです。森

だけではなくて、琵琶湖の再生につながるという意識の変化の上で、そういう活動がどの

ように貢献しているかということについての掘り下げやデータがあるようでしたら、大事

なことではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（津野座長）今のご質問について事務局から。 

 

（事務局）あいにくそういったデータを把握しておりませんので、また関係部局と相談し
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て、あるようでしたら提供できればと思います。 

 

（津野座長）琵琶湖に係る湖沼水質保全計画では、森林関係者に来ていただいて、森林の

整備等についていろいろご議論いただきました。ですから、幾らかの情報はあろうかと思

いますので、よろしくお願いします。 

 最後になりますが、私からも感じるところを述べさせていただきたいと思いますが、重

要なのは、県民の方々がやはり自分の暮らしとの関わりでその計画がどう動いているかと

いうことだと思うんです。そういう意味で、ストックとフロー、あるいは関連図を描いて

いただき、これはこれで非常に分かるんですが、陸域についても非常にラフでもいいので

お願いしたいと思っています。 

 特に滋賀県という県境のところにバウンダリーを引きますと、いろんな物資の出入り、

例えば肥料の出入りや食べ物の出入り、製品の出入り、そういうものが全部分かると思い

ます。細かなところは結構ですが、それが琵琶湖の負荷にどう関係しているか、ある程度

のストック、フローをつくっていただきたいと思っています。それには幾つかの理由があ

るんですが、一つは、やはり究極には陸域の物質収支が琵琶湖の負荷に影響しているだろ

うということ。 

 もう一つが、県民の方々にとって、自分たちが陸域で生活していることがどう琵琶湖に

関わっているかというのは、なかなかこの琵琶湖の中だけの図では見えにくいところがあ

ります。特に近年、リサイクルや、あるいはたい肥をつくったり、こだわり農業をやった

り、そういう取り組みがどれくらい増えたら琵琶湖の負荷にどれくらい影響があるかとい

うのは、なかなか見えづらくなっていると思うんですね。 

 陸域の収支を取っていただきますと、そういったものも見えてくるだろうと思います。

例えばこだわり農業で有機肥料を使って、化学肥料をどんどん減らしていくと、滋賀県に

入ってくる化学肥料の量は減ってくるだろうと思いますし、そうすると、琵琶湖に排出さ

れるものも減ってくるだろうと思うんです。あるいは琵琶湖の魚を食べ始めると、魚の中

に入っているりんが減ってくるだろうとか、そういう生活に関わるようなところが見えて

くると、かつて石けん運動であったように、県民の方々の生活がこういうところから見え

てくるというのは重要なことだろうと思いますので、難しいと思いますが、ラフなところ

からぜひお願いしたいなと思っています。 

 これはサジェスチョンということで、事務局に任せます。 

 それでは、この議題１、２、３を終わりまして、議題４「琵琶湖環境研究推進機構の設

置について」の説明を事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 説明資料４参照 
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（津野座長）ありがとうございました。それでは、ただ今のご説明について、何かご質問、

ご意見がございましたらよろしくお願いします。 

 

（井手委員）こういう連携の仕組みができるのはいいことだと思うのですが、なかなかこ

の手の仕組みでうまく動いていたものを見たことがありません。 

 これは、滋賀県として少し力点が弱まっていた琵琶湖の再生に対して、人とお金をもう

一回きちっとかけましょうということなのか、あるいは、最後のほうにおっしゃっていた

ように、この枠組みで国からお金を引っ張ってきましょうということを主目的とする試み

なのでしょうか。 

 

（津野座長）今のご質問に対して、事務局から。 

 

（環境政策課）今ご指摘があったところはなかなか難しいところで、非常に核心を突いて

いただいているところかと思っております。人の部分につきましても、予算の部分につき

ましても、県の現状は、大胆に振り分ける余裕がなかなかないような状況ではございます。 

 ただこれまで、特に先ほどの言葉の定義でも議論がありました、水質という部分の視点

と生き物という視点の話と漁業の話、現在は、それぞれがもともと持っているミッション

で取組を進めていますが、関係する部分についてもう少し取り組める部分があるのではな

いか。例えばプランクトンの調査を、琵琶湖環境科学研究センターでずっとやっています

が、琵琶湖の漁業を見る時の行政の課題認識としても、目的としても相互メリットとなる

ような方向性があるのではないかというようなことや、また予算につきましても、研究や

それぞれの業務の枠の中でどうするかという以外に重点予算というものもございます。こ

こで単一の側面や部分で問題を提起するよりも、複数の視点からそれぞれ相互メリットと

なるものとして挙げていきたいという思いがあります。 

 また、県の中だけのやりとりということにとどまらず、国においても、問題を行政ニー

ズとして共有していただける部分につきましては、競争的研究資金というものも可能な限

り取っていたい。そのへんは、研究を進める可能性の選択肢をどんどん広げたいというよ

うな視点もございます。琵琶湖に係る研究をしっかり取り組んでいくために、より説得力

のある、より琵琶湖の総括的な健全性に向けての理解をしていけるような体制をつくった

のがこの機構でございます。 

 

（津野座長）ありがとうございました。私自身は、これで琵琶湖を取り巻く環境や、ある

いは滋賀の環境についての飛躍的な研究成果が上がるものと大いに期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間もありますので、議題「その他」に移らせていただきますが、事務局か

ら何かございましたら、よろしくお願いいたします。 
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（事務局） 

 委員の任期について事務連絡。 

 

（津野座長）本日の予定されている議題は以上でございます。 

 皆さんのご協力によりまして会議がスムーズに進みましたことをお礼申し上げます。 

 それでは、これで私の役割は終わらせていただきまして、事務局にマイクを返させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（司会）津野座長、どうもありがとうございました。 

 本日は皆さまからもご多忙のところ、長時間にわたりまして、さまざまな大変貴重なご

意見を賜りまして、ありがとうございました。 

 本日賜りましたご意見をしっかりと活かしてまいりたいと思います。 

 それでは、これをもちまして、第３回学術フォーラムを閉会させていただきたいと思い

ます。本日はどうもありがとうございました。 


