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第２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２５年（２０１３年）８月７日（水）１４時～１６時

２ 開催場所：滋賀県大津合同庁舎７階７－Ｃ会議室

３ 出席委員：井手委員、清水委員、田中(克)委員、津野委員、鳥越委員、西野委員、

平山委員、堀越委員、脇田委員（以上９名）

４ 議 事：

（１）マザーレイク２１計画各種指標の状況と「琵琶湖の健全性」について

（２）マザーレイク２１計画関連事業の実施状況について

■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 委員からの主な意見等への事務局としての考えについて

資料１－３ 情報提供「琵琶湖の健全性を評価する新たな指標の考え方について」

資料２ 平成２５年度 マザーレイク２１計画関連事業予算概要
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５ 概 要：

（１）マザーレイク２１計画各種指標の状況と「琵琶湖の健全性」について

（座長）では、議題に入らせていただきます。１の「マザーレイク２１計画各種指標の状

況と『琵琶湖の健全性について』」ということでございまして、項目が４つほどありまし

て、最後に「意見交換」というのがございますが、前の項目の３つを一括して事務局から

ご説明いただいた後、「意見交換」のところで全体を通じて、その３つについてのご意見、

ご質問をいただきたいと思います。

それでは、事務局のほうから、ご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

事務局：

＜事務局から説明【資料１－１、１－２参照】＞

（座長）ありがとうございました。前回のフォーラムのときに、先ほども資料１－２の表

にありましたように、さらに多様な指標を開発するというご指摘も多く寄せられておりま

す。それで、これを検討していくためには、まず現状の認識を深めることが必要かと思わ

れます。また、マザーレイク２１計画の第２期計画期間の取り組みの方向性の２本柱の１

つである、「琵琶湖流域生態系の保全・再生」では、集水域を１つの系、システムとして

捉えるということもお願いしておりますが、いまだ緒についたところで、琵琶湖のどうい

う状態を健全な、あるいは望ましい状態というのかについても、今後とも共通理解を深め

ていく必要があるように思います。

そこで、今回は、「琵琶湖は健全であるとはどういう状態を言うのか」について、改め

て議論を深めていきたいと思っております。すなわち、前回いただきましたご議論の一部

につきまして、さらに議論を深めたいと思っております。

とは言っても、何もなければ議論の進めようがありませんので、今回、滋賀県の琵琶湖

環境科学研究センターの佐藤研究員のほうから、資料１－３にありますように、「琵琶湖

の健全性を評価する新たな指標の考え方について」ということで情報提供というか、たた

き台というか、そういったものをいただきまして、それについて理解を深めて、そして、
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ただいまご説明いただきました前の２つの項目も含めまして、いろいろご議論をいただき

たいと思っております。

それでは、佐藤研究員のほうからこれについてのご説明をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。

【情報提供「琵琶湖の健全性を評価する新たな指標の考え方について」…資料３】

（佐藤研究員）どうもご紹介ありがとうございます。琵琶湖環境科学研究センターの佐藤

です。大変恐縮ではありますけれども、少しお時間をいただきましてご説明をさせていた

だければと思います。

今回、私のほうから代表して話題提供させていただきますけれども、内容については、

こちら事務局の琵琶湖政策課であるとか、あるいは琵琶湖環境科学研究センターで結構い

ろいろ議論を積み重ねてつくったものということで、一応申し述べさせていただきます。

最初はちょっと琵琶湖とは何の関係もない話からイントロダクションしたいと思うんで

すけれども、例えば２人の人がいます。ＡさんとＢさん。２人とも貯金を現在１００万円

持っています。これだけを見たときに、「どっちのほうが財政が健全でしょうか」と言わ

れても、誰も判断できないと思います。同じとしか判断ができないと思うんですけれども、

例えば、Ａさんは収入が毎年３００万円あります。支出が去年は５００万円ありました。

Ｂさんの場合、収入が４００万円、去年は支出が３５０万円でしたというような状況で、

現在、たまたま１００万円という貯蓄があったということを鑑みますと、Ａさんの場合は

このままいくと来年破綻してしまう。Ｂさんは一方で貯蓄を少しずつ貯めてきて１００万

円になった。こういった状況になろうかと思います。つまり、貯蓄額が同じでも、収入と

支出のバランスを見なければ、両者の財政の健全性をはかることができないということが、

こんな簡単な例からもおわかりいただけることかと思います。

一方、ここからちょっと琵琶湖の話に入っていきたいと思いますけれども、「琵琶湖は

どういうふうに評価をしてきたか」と言ったときに、例えば、水質なんですけれども、先

ほど事務局からも話題提供がありましたが、基本的には、そこに溶けている濃度ですね、

「濃度を下げて環境基準を達成しましょう」ということが目標とされてきました。流入負

荷量を減らすというのは、あくまで環境基準を達成するために、そこに溶けている濃度を

減らすためだということが水質の目標が立てられてきたわけです。

ほかに、例えば、プランクトン。湖内のプランクトンというのは、いろいろうちのセン
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ターのほうで調査等されていますけれども、さまざまなプランクトンの種でありますけれ

ども、例えば、「赤潮とかを減らしていきましょう」ということがあるでしょうし、うち

のセンターで測っているのは、水を汲んできて、その中にいるプランクトンの数を数える、

種類を数えるということをしているわけです。ただ、うちのプランクトンの調査の担当者

の人もよく言ってるんですけれども、「湖内でプランクトンを測るというのは、一体どん

な意味があるんだろうか。そこにプランクトンがいるということは、そのプランクトンと

いうのは、しょせん動物、魚とかの食べ残しを測っていることに過ぎない。それは本当に

プランクトンはそこにどれだけいるかということを測っていることになるんだろうか。」

ということをよく話をしておられます。

次、例えば、魚、貝類、これも漁獲量をふやしていこうというのが、大きな目標とはし

てありますけれども、漁獲量をふやすというのは、漁師をさらに続けていただくとか、文

化として必要というような側面もありますけれども、やはり琵琶湖の中に在来魚が豊かに

存在していることを目標としているような対策が組まれている。

漁獲量というのは、魚の資源量という面から見ると、その魚を獲る量ということにはな

るんですが、その漁獲量を見るというのは、あくまで、今琵琶湖の中にフナが何匹いるか

とか、そんなものはなかなか推定しようがないですから、それを推定する代わりとして漁

獲量を使いましょうとしてきたのが、基本的な考え方だったと思います。

そういうことで、基本的には琵琶湖をどんなふうに評価してきたかというと、そこにど

れだけあるかというストック、存在量による評価というものがこれまでは基本的には行わ

れてきたし、ストックを減らそう、あるいはふやそうといったことが目指されてきたのだ

と思います。

一方、マザーレイク２１計画の第２期計画には、目標としてどんなことが書かれている

かと言いますと、先ほど津野座長のほうから話がありましたけれども、「琵琶湖の総合保

全とは、健全な琵琶湖を保つことです」と。これは単に現状のまま保持することや、過去

の形に戻すことではなく、かつての琵琶湖の生態系が持っていた多様な機能を回復させ、

良好な自然のシステムを回復するための取り組みを進めていく。そのために、「琵琶湖と

その集水域を一体の系、システムとして捉え、系全体を健全な姿に保全再生していく必要

がある」というふうに書かれております。

こういうことを考えますと、そこにどれだけいるかとか、どれだけ溶けているかという

ような評価だけではなくて、やはりそのいろんな要因間、要素の間の因果関係を捉えて、
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ストックとか存在量というものだけじゃなくて、そこにどれだけ入ってきているのか、あ

るいはどれだけ出ていっているのかというフローについても同時に評価していかなくては

ならないのではないかと、ひとつ考えられます。また、このマザーレイク２１計画にも書

かれているとおり、琵琶湖とその集水域を一体の系、システムとして捉えて、システムと

して健全化という観点からの評価もやはり新たに必要ではないかというふうに考えられま

した。

ということで、琵琶湖を単にそこにどれだけあるかということだけではなくて、ストッ

クとフローからなるシステムとして見るということが大事ではないかと思うわけです。

例えば、これはイメージ図ですけれども、高度経済成長前と現在というものを物質の流

れを仮に見てみた場合、昔はいろいろ琵琶湖の漁獲量もたくさんそれなりにあって、それ

が地域の中で回っていたりとか、あるいは地域でのし尿が堆肥になって、それが農作物と

してまた人の口に入っていったとか、水草もたくさん使われていたとか、さまざまな形で

地域的あるいは琵琶湖流域全体で循環というのがあったんですけれども、現在の状況を振

り返ってみると、さまざまな排水というのは系外に流れている部分もかなりありますし、

化学肥料とか、肥料がその系外から入ってきたり、あるいは食材の輸入という形とか、さ

まざまな形で系外から物が入ってきて、系外に物を流していると、そういった物の循環と

いうのが大きく昔と今で変わってきたと思います。

こういうことを捉えて、改めて評価することで、流域環境とか、社会の変化というのを

把握して、要素間の因果関係がどうなっているか、あるいはそれをもとに本当に課題なの

は何なんだろうかという発見につなげていくことができるのではないかと思います。

こうしたことを踏まえまして、指標の考え方というのを新しく捉えられないかというふ

うなことをちょっとご提案、ひとつ指摘したいと思います。

これまで琵琶湖を評価する指標というのは、さまざまな事業量がどれぐらい行われてき

たか、その結果として、水環境とか、生き物とか、景観とか、暮らしとか、そういったも

のがどういうふうな形に変わってきたのかという、いわゆるアウトプットの指標、アウト

カムの指標という２つで捉えられてきたんですけれども、これから先ほどのような観点を

踏まえますと、これに加えて、そこにどれだけあるかというストック、これは今までもた

くさん捉えられてきたんですけれども、水質とか、生き物がどれぐらいいるか、プランク

トンの量、ヨシの面積、カワウの生息数、農業者数とか、これはそもそもこれまであった

ものなんですけれども、ストックとしてどれだけあるかということだけではなくて、フロ



6

ーとしてどれだけ入ってくるか、あるいは出ていくかというような、流入負荷量、これは

指標としてあったんですけれども、漁獲量、魚の放流量とか、プランクトンがどれぐらい

生産されているのか、カワウの駆除はどれぐらい行っているか、新規の就業者数がどれぐ

らいいるかというのが、いわゆるストックに入っていく、あるいは出ていく量というもの

もそれと合わせて捉えていく。このストックとフローを合わせた上で、健全性を評価して

いきませんかと、こういう形で指標を捉えるといいのではないかというご提案をしたいと

思います。

もう少し具体的にイメージを持っていただくために、例で示していきたいと思います。

例えば、農業者数といった場合に、これをフローとストックという観点から言いますと、

そこにいる農業者の数というのは、当然毎年新規で就農する人もいるし、毎年離農する人

もいる。この収支の中で現在の農業者数がいるということがわかります。

今度は魚の場合なんですけれども、魚もそこに魚がどれだけいるかという資源量を決定

するのは、どれだけ放流されているか、あるいはどれだけ魚が新たに成長して生まれてく

るかというのがインプットとしてあって、出ていくものとしては漁獲されて出ていくもの、

死んで出ていくもの、食べられたりとかしてなくなっていくもの。こんな形でアウトプッ

トがあるということになろうかと思います。

こういう形で指標というものを捉えていかないといけないのではないか。前回の学術

フォーラムでも、例えば、鳥越委員のほうから、もともとあった指標というのは農業者に

新規就農者数というものだけだったんですけれども、これを使うんだったら、むしろ農業

者数ではないかというようなご指摘があったと思いますが、これは、要はそのフローとス

トックのうち片方しか捉えていないんじゃないかというようなご指摘だと捉えることがで

きるのではないかなと思いました。こういうふうに捉えることで、指標の関係というのは

一定整理できているのではないかと思います。

ひとつちょっと難しい面というか、我々も悩みながらの面でもあるんですけれども、こ

ういった場合、健全性をどう評価するのかということなんですが、例えば、目標値という

のはそれぞれあるとした場合に、その目標値を達成することが健全な状態であるというふ

うに定義すれば、当然目標値からどれだけ乖離しているかというようなことが１つの健全

性の指標にもなるでしょうし、あるいはそのフローとストックという、フローの入ってく

るもの、出ていくものとの関係で見たら、そのまま続いたら、どれぐらいでその目標が達

成できるんだろう、あるいはそのストックの値をずっと保持していくことが目標というこ
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とであれば、どれぐらい値として安定しているのかというようなこと、そういったことか

ら、健全性での評価に有益ではないかと思います。

そのほかに、これだけではなくて、個別にいろいろ健全性を評価することもできるんで

はないかなと思っていまして、例えば、魚の資源量。魚全体で考えたときに、本来放流と

いうのは、当然現在の資源量とかをある程度維持していくために必要な施策ではあるんで

すけれども、本来目指すべきは、やはり放流なんかしなくても自然に湖の中で生産されて

魚の資源が維持されるというのが望ましい姿であろうと思います。

そういったものを目指していくのであれば、漁獲量に占める放流由来の魚の割合という

ものは、これは別途水産課などで取られておりますので、そういったことも１つの指標と

して、健全性の指標として拾われるのでないかなと思います。

魚を例として、もうちょっと詳しく説明していきたいんですけれども、１つの要素だけ

を言うのではなくて、要素間の関係というのもさらに把握していく必要があるんじゃない

か。これがシステム全体の評価ということにつながっていくのではないかと思うんですが、

その魚、先ほどの図がありまして、またそれぞれのところに括弧の中に、今マザーレイク

２１計画の中で掲げられている目標の数値の例が書いていますけれども、それぞれ、例え

ば漁獲量というものに関連するものとしては、今回新たに加えられた漁師の数とか、もと

もとあった月１回以上湖魚料理をつくり食べる人の割合とかというものが目標の指標とし

て挙げられているわけです。当然この漁獲量というのは、漁獲量だけで存在しているわけ

ではなくて、漁師がいるから漁獲がなされる。漁獲がなされたものは、当然食べる人がい

るというような関係にもなりますし、食べられるということでいうと、在来魚は食べられ

る部分、当然ありますけれども、カワウで食べられてしまうとか、外来魚で食べられてし

まう。それぞれに対して目標値が現在設定されている。湖の中で生産されるということで

言うと、ちゃんとその湖の中にエサとなる動物プランクトンなどがちゃんといるかどうか、

それらを食べているかどうかといったことも評価として必要になってくるんではないかと

思います。

こういう魚ということをひとつ見たとしても、さまざまなほかの要素であるとか、社会

的な要素であるとか、こういったものとのつながりを見ないと、例えば、目標値として挙

げられているものが本当にそれが実行可能というか、同時に達成できるんだろうか、例え

ば、漁獲量がこれぐらいということと、月１回以上湖魚料理をつくって食べる人が７割い

るということが、本当にちゃんと同時に成り立つんだろうかとか、そういったこともちゃ
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んと整合性を確認した上で評価をしていかないといけないんではないかなと思います。

また関連して一例なんですけれども、魚がちゃんとエサを食べられているかどうかとい

うことが結構最近いろいろ話題になったことがありまして、本当にこうなっているかどう

かというのは現在調査されているところなんですけれども、いろいろ流入負荷とかがあっ

て、水質があって、窒素とかリンを使って植物プランクトンが成長して、それが動物プラ

ンクトンに食べられて、魚に食べられるというようなパスがあって、昔はこういうパスが

かなり密にあったんだけれども、現在は、なかなかこのプランクトンから魚にいくという

パスが少なくなってきたんじゃないかということが１つ仮説的に言われております。

その１つの理由として、例えば、植物プランクトンの中で藍藻類というものが最近ふえ

てきた。藍藻類というのは、非常に動物プランクトンに食べられにくいプランクトンとし

て知られておりまして、そうするとせっかくプランクトンがたくさんいたとしても、それ

が魚のほうのパスに回らないというようなことが１つ問題じゃないか、エサ資源として問

題じゃないかというような指摘もされていますし、またちょっと細かい話ですけれども、

難分解性有機物の話というのがあったりして。現在はそんなに生物にこれ自体が何か影響

していることはないんじゃないかというようなことも言われてはいるんですけれども、難

分解性ということは、湖内で分解されたりしないということですので、ということは、そ

のプランクトンから魚というパスにはなかなか回っていかないような物質という意味で、

全体で循環して、ちゃんと魚まで回っていくという視点からすると、難分解性有機物とい

うのは、ひょっとしたら何か課題、問題があるんじゃないかというような捉え方もできる

かもしれません。

そういったことを踏まえまして、指標というのを、今、アウトプット、アウトカムとい

う定義をしているんですが、新しくそれに加えてこんな定義の仕方をしていったらいいの

ではないかなと思っております。

例えば、カテゴリーとして、ストックとフロー。フローでも入ってくる量、出ていく量

というのがありますし、健全性というお話を先ほどしましたけれども、まず現在の計画に

記載されている指標ですね。これらに分類してみる。例えば、水質だったら濃度と流入負

荷量というのがありますし、魚だったら放流量、漁獲量というのが、産業、農業関係だっ

たら、新規の就農者数みたいなものがあるわけです。だから、それだけじゃなくて、やっ

ぱりこのストックとフローという観点からすると、抜けているところがたくさんあるわけ

ですね。水質だったら、生産されている量。１日生産されている量がどれだけかとか、沈
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降している量、分解している量がどれぐらいなのか。魚だったら、資源量がどれぐらいか。

生産されている量、食べられている量がどれぐらいかとか。産業のほうだったら、現在農

業者がどれぐらいいるか、離農者がどれぐらいいるかとか。ストックとフローの観点から

追加できる指標もあるのではないかと思います。

また、このストックとフローの両者の関係からいろいろ健全性というものをどう評価で

きるかというのは個別に考えることができるかもしれませんし、またさらにその指標間の

関係というのも、これからこういったことを踏まえると、考えていけるのではないかなと

思います。

ここまで指標を挙げたのはいいんですけれども、当然この中には取られていない指標の

ほうは、どうやっても推定できない指標なんかもあろうかと思いますけれども、それが既

存のデータから何か推定できないかとか、新たに調査する必要性があるかどうかみたいな

検討も、こういった整理があれば一定できていくと思いますし、さまざまな調査研究とい

うのがこういったところに還元もしていけるのではないかなと思います。

こういうフローとストックといいますか、物事の循環をしっかり捉えていきましょうと

いう考え方、今回滋賀県からお話するのは初めてかもしれませんけれども、実は海のほう

では既に環境省のほうが中心になって、同じような考え方で評価していきましょうという

ことが提案されております。

例えば、栄養塩類というのがプランクトンに取り込まれて、さまざまな経路を経て、よ

り高次な生物に滞りなく循環している状態というのが健全な物質循環の状態であって、そ

のためには多種多様な生物が持続的、安定的に生息しないといけないということから、海

での、ここで「ヘルシー」と言っているんですけれども、健全な状態というのは、「再生

産可能な生物資源を生み出す海の仕組みが十分に機能していること」だというふうに定義

して評価していけないかと。従来の単にＣＯＤと窒素とリンとかということではなくて、

こういう観点から海の環境というのも評価していかないといけないんじゃないかというこ

とが、もう既に提案をされているところです。問題意識としては、かなりいいレベルとい

うか、非常にオーバーラップするところがあると思いますので、こういったところにも学

べるのではないかなと思います。

ということでまとめなんですけれども、琵琶湖の健全性というのは、「そこにどれだけ

あるか」というストックによる評価だけで果たして測ることができるんだろうか、そうで

はないんではないか、ということで提案させていただいたのが、ストックだけじゃなくて
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フローの評価も必要ではないかということとか、システムとして健全かどうかということ、

そういったことも考えていかなきゃいけないだろうということで、指標の枠組みを新しく

提案をさせていただいたものです。

こんなことも１つのたたき台にしながら、これから「琵琶湖の健全とは何か」というこ

とをお考えいただければいいのではないかなと思います。

以上で説明を終わります。

（座長）ありがとうございました。

それでは、冒頭申し上げましたように、今までの３つの項目について一括してご質問、

ご議論をいただきたいと思いますが、いわゆる状態変数だけでも琵琶湖は水質がいいか悪

いかというようなこと、これも健全性という観点からは検討できるだろう。ただ、いわゆ

るアウトプットということを考えた場合に、いわゆる事業量みたいなものは必ずしも状態

変数ではなくて、いわゆるフラックスに相当するものだろうと。そういったものをつなぎ

あって、定義として捉えるということも１つの提案としてあるんじゃないかというような

ご提案だろうと思います。それを踏まえて、どちらに動いているか、あるいはどちらに向

けるべきか、あるいはおのおのが整合が取れているのかといったようなことの考え方が必

要というご提案だったというふうに私は捉えておりますが、皆さん方、以上３つの点につ

きまして、何でも結構ですのでご質問、ご意見あるいはお考え方を、どうぞご忌憚なくお

っしゃっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

どうぞ。

（井手委員）とりあえず最後の「健全性評価に関する新たな指標の考え方について」、コ

メントになるかもしれませんが。感想といたしまして、ストックだけではなくてフローに

も着目するということについては、当然だろうと思います。まず直感的に思い浮かびまし

たのが、いわゆるストックとフローといいますと経済の用語です。１９７２年の『成長の

限界』で、ＭＩＴのチームがワールド３モデルというストックとフローを使ったモデルを

使って世界の将来を予測していますが、今回の提案は結局、琵琶湖に関する一種の物質循

環並びに社会経済モデルをつくっていくということに他ならないんじゃないかというふう

に、私は感じました。そのモデルづくりを通じてストック、フローなどを適切にあらわす

指標を見つけることによって、パラメータチューニングができる。そのプロセスの中で必



11

要な指標、足りない指標が特定できるとともに、一旦モデルができてしまえば、それをシ

ミュレーションすることによって感度分析ができる、安定分析ができる。そういった中で

安定性という意味からの健全性というのが見えてくるんじゃないかというふうに私は思い

ました。

（座長）ありがとうございました。アイデア的な話がありましたが、今の点、事務局、何

かございますか。

（佐藤研究員）ありがとうございます。

ほぼ同じことを私も思っていました。『成長の限界』においてどんなモデルが使われた

かというのを私も知っていますし、システムダイナミクスというモデルで線形のモデルを

つくっていると。それで評価するというのが、琵琶湖流域でできたらいいなということを

私もまさに思っていたところなので、研究テーマの１つとしてそういったこともできない

かと考えていきたいと思っています。ありがとうございます。

（座長）ほかにどなたか。最後のほうの話ではなくて、前のほうの資料も含めて、「いや、

まだこれが足りないんじゃないか」とか、「これは少しおかしいじゃないか」と、あるい

は「こういう観点のほうがいいじゃないか」というようなこと、あるいは「これはよくわ

からない」ということも含めて何でも結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

はい、どうぞ。

（西野委員）１つ意見言わせていただきます。後ろのほうの議論を、最初の説明とどのよ

うにつないで議論するのかが、よく理解できませんでした。具体的にストックとフローと

いう考え方で、最初に説明された指標をどのように理解するのかについて提案があれば、

議論が可能かと思います。ただ「こういうふうに考えたらどうですか」といってポンと投

げられて、それで「前のほうの指標は指標で議論しよう」と言われると、何を議論してい

いかがよくわかりません。

前のほうの指標について意見を言うのであれば言いますが、両方について意見言えと言

われると、何を言っていいかわからないです。
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（座長）両方じゃなくて、３つをバラバラで結構ですので、３つに関しましてどれでも結

構ですので。

（西野委員）ご提案は理解できましたけれども、佐藤さんのご提案で、この最初の指標を

どのように組み替えたらいいとお考えか、まずお聞かせください。

（佐藤研究員）ありがとうございます。

１つ例示として説明させていただきます。皆さんどう思われたかわからないですけれど

も、前半の事務局の詳細なご説明を聞かれて、「結局琵琶湖ってどうなの」と言われたら、

たぶん皆さん困るんじゃないかと思うんですね。私自身は正直そうでした。

例えば、資料で言いますと１２ページ以降ですかね。「森林・林業の状態」というのが

ありまして、就業者数だとか、間伐の面積だとか、人工林の割合、素材生産量とか、産出

額とかいろんなものがあるんですが、「結局森はどうなっているの」と言われたら、これ

だけではたぶん判断できないと思うんです。私がこれを見て、フローとストックでまとめ

るんだったら、今森林の面積はどれだけあるか、どれぐらい毎年成長して資源量がふえて

いるのか、そのうちどれだけ使われているのか、間伐で取り出されているのか、素材の生

産量として取り出されているのか、そこにかかわっている就業者数はどれぐらいいるのか、

とか、そういう観点からまとめ直すと、今は森の状況が健全なのかどうかということを判

断する１つの助けになるんじゃないかと思うんです。

そういう観点からいうと、私が今回の資料見ていて思ったのは、例えば、素材の生産量

というのは立米ですね。でも、間伐とかを面積で示されていて、これだけでは比較できな

い。だから、このあたりは、例えばカーボン量だとか、あるいは面積だとか、単位を統一

して比較できるようにするとか、そういったことをすると、森の健全性をもうちょっと評

価する上での参考になる指標になるんじゃないかと、私はこれを見て思っていました。

だから、私の提案を踏まえる形というか、今回させていただいたようなお話を踏まえて

提案するのであれば、指標をそういうふうに組み替えていったらどうかというのが１つ例

になります。

（座長）よろしいですか。
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（西野委員）よく理解できますが、今私がお聞きしたいのは、この会議で我々委員に何を

議論しろとおっしゃっているのか…。

（座長）ちょっと待ってください。今日の３番目の佐藤研究員のご提案は、今日の段階で

は単なるご提案ということで考えていただきたいと思うんです。もし、そういう方向性で

まとめてみようかということになれば、そのまとめたものを佐藤研究員に具体的にいくつ

か挙げていただいて、そしてそれをつなげてみようという試みは作業として進める。ただ

そうは言っても、それは単なる１つのもので、今まで進んできた論点１、論点２におきま

すような、今の社会情勢であるとか、琵琶湖の水質であるとかいう状態でもって健全かど

うかという判断をするということも、これも１つのやり方ですので、そういったこともあ

るということで、今日は３つの論点を３つ一緒にするのではなくて、おのおのについて皆

さん方のご意見をいただきたい。たぶんそれはバラバラになるのではなくて、だんだん作

業を進めていくと、たぶんつながってくるだろうと私は見ているんです。ただ、即、そう

いう話になるとなかなか大変なので、今日の段階では個別に、もちろんつないだ話も結構

ですけれども、個別にご議論、ご質問をいただくと幸いです。

はい、どうぞ。

（鳥越委員）私は佐藤さんの発表をとてもおもしろく聞きました。かなり冒険をした議論

なんですが、いい刺激になるような、良いものになっています。

このマザーレイク２１計画というのは、私は前回１回目に出てみて、とてもすぐれた現

代的な計画だと思ったんです。その理由は、変な言い方ですが内部に矛盾を持っているか

らなんです。かつて、私が琵琶湖のこういう委員会に出ていたころは、水質を中心にして、

琵琶湖そのものに焦点を当てていたんですが、そうではなくて琵琶湖と社会とのかかわり

という点を入れました。これはかなり思い切った政策だし、県としては本来そうすべきで

あったことだと思うんですが、それを入れることによって、指標間に出た数字の評価で明

確に食い違ってしまうんです。そのことをおそらく計画をつくった人は自覚していたと思

うんです。自覚しながらこの矛盾したものをつくって、その矛盾を、悪い意味でなくいい

意味で、解消するために健全性という言葉を入れたわけです。この健全性という言葉はと

ても便利なんだけれども、怪しいと言ったら怪しいし、しかしこの言葉しかないだろうと

いうところがあるんです。だから、よりシステム化していくとか、システムということは
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複数の要因をできるだけ入れていく。その変数間の関係をより強く見ていく。その結果ど

うなるのかというときに、その結果の評価を健全性という。大体システムそのものをどう

見るかというところが難しいのに、それに健全性を放り込んだんです。これは政策として

やむを得ないと思うんです。入れざるを得ないと思うんです。だから、これは内部矛盾持

っているんだけれども、それをマイナスとして見てしまったら本来つくった計画の良さを

殺してしまうので、僕はこれはこれでいいと思うんです。

僕は今日報告してもらったのはとてもおもしろく聞いたし、いい刺激になるという評

価をするんです。ただ、ここまで、特にフロー、ストックを人文社会系、人文科学系あた

りに入れてしまうとその評価がとても難しくなるんです。海だったら海、湖だったら湖で

いいんだけれども、フローが多ければいいのかというと、「ちょっと待ってよ」というよ

うなことになってしまうんです。しかし、それでも私はこの報告はいいと思う、研究とし

て。結局、これは政策を立てていくわけですから、ここまで指標がどんどんと、フローと

ストックを新しく入れてしまうとね、結局どうしろというのかということになると思うん

です。具体的にどう動けばいいのかと。

それで、やはりこの最終目標の乖離率だけではなくて、中間の理解しやすい目標という

か政策を、つくる必要があると思うんです。理解しやすい中間の目標のようなものを。そ

うすると、その中間目標は、ほかの目標と必ず矛盾するけれども、そこで話し合うような

組織体が必要になってくると思うんです。それは僕は、本来つくった目的からして必然的

にそうなっていいと思うんです。ただ、この案を受け入れたら、絶対これが不可欠になっ

てくる。そうでないと政策が打てなくなってしまう。具体的に何をするんだということに

なってきますので。だから、僕は佐藤さんに、もしできれば次にもうちょっと難しい宿題

ですけれども、中間目標をこの中から出すことができるのかという、できるとは思うんで

すが、ちょっと難しい宿題。ここで自分で言わないで宿題でお願いするというのは申しわ

けないんですが、そのように思います。

（座長）ありがとうございました。ごもっともな話ですが、ただ、こういう経緯をつくる

ときは、必ずしもできた経緯が固定されるものではなくて、それは動的、どんどん動いて

いくと思うんです。政策によっても動いてくるし、環境、周りの条件によっても動いてく

るし、逆に言うと、私は、そこに入っている、矛盾であるとか乖離であるとか、そういっ

たものが次の活力なり、次の政策ビジョンにもつながりになっていくだろうと思います。
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これは私の個人の意見です。座長としての意見ではなくて個人の意見ですので。もう少し、

動的な動きの中であり得るのかと、そういう気がしております。

ただ、先生のご意見で、当然そうは言いながら、中間のビジョンなりそういったものは

提示できるものはしていく。あるいは県の施策として、「次のステップをどうするかとい

うことが、この動的な中にどう位置づけられるか」みたいなものが出てくるだろうという

気がします。先生、ありがとうございます。

（鳥越委員）ちょっと短いので、いいですか。

（座長）はい、どうぞ。

（鳥越委員）おっしゃるとおりかとは思うんですが、例えば、漁業者数をふやしていけば

いいのかというような話があるわけです。これは次の活力になるという側面もあるけれど

も、本当にこういう淡水の空間においてふやしていったらいいのかという議論にはなると

思いますが、反論ではなくておっしゃるとおりかなと思います。

ちょっと指標のことでお伺いしたいんですが、漁業者数は今出ていますよね。漁業者数

は減ってきていますね。一方で、漁獲量が出ているんですが、これもストック使っている

んですが、これとても使いにくい指標ですよね。つまり、漁業者数という要因が減ってい

っている中で、漁獲量で評価するというのがとても使いづらいというか、うそを言ってし

まう指標に思うんです。なぜそれをどんどんふやしているのか。生業のところではちょっ

と言えるかもしれないけれども、カワウも減っていっているということで。いろいろ見る

と、本来知りたいのは、在来種が琵琶湖にどれだけいるかという推定値が欲しいんです。

この推定値は今出せていないんですか。

（事務局）あったと思うんですが、水産関係の。

（鳥越委員）これが一番使えるものなわけですね。在来種がふえているのか、減っている

のかという。だから、推定値であれ、とても有効なのに、もしあるとしたら、いろんな魚

介類の種類をふやしていくということでふやす要因が強くなるんですが、その辺のあたり

も検討していただければ。
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（オブザーバ：水産課）あるものとないものはありますけれども。何魚種かについては水

産試験場で調査しているデータがあります。

（鳥越委員）使えるものでも使ったら、それのほうが政策を考えるときにいろいろ有効で

すよね。わかりました。どうもありがとうございます。

（座長）ありがとうございます。ほかに。はい、どうぞ。

（脇田委員）２５ページの「指標の妥当性に関する意見」、これは前回整理していただい

ているものです。そこに一番最初の枠に、１から６まであって、私は前回このあたりのこ

とを言っていたと思うんですけれども、２番とか、４番とか、５番とかです。そういうこ

とに、今日の佐藤さんのご提案、アイデアだと思うんですけれども、積極的に応えていこ

うというご努力のあらわれかなと。佐藤さんだけではなくて、チーム琵琶湖政策課の皆さ

んのご努力がここにあらわれてきているのかなというふうに思いました。僕はそれはすご

く評価して、よかったなと、さっき佐藤さんに会議が始まる前に、「頑張りましたね」と

かいう話をしていたんです。

ただ、このシステムというものをどういうふうにデザインして選ぶのか。森羅万象全

てあわせた全体デザインの中に、中間的な、あるいは入れ子状にいろんな部分システムが

あって、そのシステムは分析する側が意味のあるまとまりとして設定していくわけですか

ら、それはどういうふうにしていろんな入れ子状になった、階層性を持ったシステムとい

うものとして想定されるのかなと、まず１つ思うんです。

今日の話は、何かシステムと１つの塊みたいになっていたんですけれども、それを先ほ

ど鳥越委員がおっしゃったように、中間の目標を設定して、それはたぶん部分システムの

ところの目標値なのかなと僕の頭の中で置き換えられるんですが、そういう人たちが矛盾

と乖離を話し合わないといけないというのは、ここの指標間の多様な主体のもとで開かれ

ているというものの、２５ページの一番上の丸の⑤だったんですけれども、そこら辺と、

今の部分システムの関係ですね。すごく重要な、自然科学だけではなくて、社会科学的に

も合意形成と言いますか、そういう正統性とは一体何かとか、そういうことも含めて重要

な問題に触れてきておられると思うんです。そこをより詰めていかないといけないんじゃ
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ないのかなと思いました。

方向性としては、僕はすごく今日はすばらしいなとは思ってお聞きしているんですけれ

ども、そこがすごい難しい山が待ち構えているような気がするので、これこそ順応的管理

ではないですけれども、少しずつこういう矛盾、鳥越委員がおっしゃった矛盾とか乖離と

かそういうものを見ながら、調整しながら、何か全体のシステムを構想していく方向性み

たいなものを部分部分から、関係の中から見つけていくべきなのではないのかなと思うん

ですが、そのあたりの見通しについて何か漠然としたものでもいいんですけれども、お考

えがあれば。佐藤さんだけではなくて事務局でも結構なんですが、教えていただければと

思うんですけれども。

（座長）いかがですか。

（事務局）今、脇田先生おっしゃったとおりだと思います。琵琶湖のこの問題にだけに限

らず、誰が絵を描くのか、誰が決めるのかというところというのがものすごく難しいと考

えておりまして、今ここの議論も、佐藤さんが提案をされているわけですが、県として指

標について、まずこういう考え方はどうかなということで出しているということですし、

今の時点で県がどういうビジョン、こういう方向で行こうということを決めているわけで

もないというのもまた事実です。その中で、一方でどういう絵を描くのか、誰がそういう

方向を決めるのかというところは、１つの場としてこのフォーラムでまとめていこうとい

う思いもあるんです。これは専門家の集まりとしての考え方というのが当然あると思いま

すし、同時にマザーレイクフォーラム、市民参加の中でどういう議論をしていったらいい

のかという課題もあって、結局はなるべくたくさんの人がかかわって、「仕方ないか」と

思う人もいれば、「これでいいね」という人もいて、緩やかな合意ができる。その合意の

方法も、まだはっきりと決まったものがあるわけでもないと、今、試行錯誤しながらやっ

ていると思っているので、そういうところを今まさにつくろうとしている。

ほかの人の言葉の引用で申しわけないんですが、湯浅誠という人が言うには、「人の考

え方は非常に多様である」と。端的に言うと、「世の中が、誰か決めてくれ」と。「自分で

決めるのではなくて、誰かが決めてくれ。ただし、自分の思うとおりに」という思いを持

っていると。自分が決めるのは嫌なんだけれども、決まったことに関しては何だか不満が

あるという世の中になっているような気がするんです。だから、その意味では、鳥越先生
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がさっきおっしゃったように、誰がどういうふうに決めても矛盾があり、誰がどういうふ

うな提案をしても不満が出るという中で合意形成する、この部分は脇田先生が今ご専門か

と思いますが、せめて「仕方がないな」、あるいは「一旦決める。でも、それが全てでは

なくて、順応的という言葉の中で、次々にみんながコミットしながら、よりよいものにし

ていく」というような形をつくれるかどうか。その中で、学術フォーラムとしてはより専

門的な視点から、「こうですよ」ということをその場に何か出していけるようなものがで

きないかなという意味で、ここの議論が進んでいったらよいと私は思いますし、それの第

一歩として、今まで個々の指標の話しかなかったですが、それを１本貫く何か背骨のよう

なものを、この佐藤さんの提案の中で、それらをつなぐものを示した上で、指標というの

はこういう意味で、こういう形で考えられるんじゃないかという提案をしていただいたの

で、それについてそれぞれのご専門の立場から議論をいただければ次に進んでいけるんじ

ゃないかなと思います。

（座長）はい。どうぞ。

（堀越委員）１つ質問と、あと生活の指標という観点から少し発言させていただきたいと

思います。

まず林業者数が伸びているのがすごいなと思いました。１３ページの林業就業者数が平

成１７年からこの５年間でぐんと立ち上がって、平成１２年度のレベルまでは戻っている

のがわかります。この伸びた背景を教えてほしいと思っています。林業そのものの産出額

も、先ほどのご説明では回復の兆しがあるということでした。農業者数とか、漁業者数が

落ち込む一方ですので、この林業の伸びているところから何かヒントがないのかなと思っ

ての質問です。

それと、佐藤さんから先ほどストックやフローの図などのご説明がありましたが、琵琶

湖の評価がやはり水質だけではなくて、その魚を食べる人がどれぐらいかとかいう指標の

提案がありました。月に１回魚を食べるという、そういう類の指標を是非入れていってほ

しいと思います。どんなふうにしてそれを入れていったらいいのかというのは、今後工夫

するとして、すごくおもしろいと思っています。食の面から考えますと、ひと昔前、魚と

いいますと、ほとんど琵琶湖の魚しか食べられなかったものです。お祭りのときに海の魚

がやっと食べられるという状況でした。普段の暮らしはほとんど琵琶湖の魚で回っていま
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した。今は魚好きな人でも、川魚店が少ないし、出回っている魚も少なくて、なかなか琵

琶湖の魚が食べられない状況です。消費をもっと増やしていくために、地産地消の仕組み

をもっと工夫していく必要があると思います。今回、月１回琵琶湖の魚を７割の人が食べ

るという例が示されましたので、今後、具体的に詰めて行き、本当に食べてみようと思わ

せるだけの何かおもしろい仕掛けみたいなものができたらいいなと思います。琵琶湖の魚

を食べる人が今までより増えたら、それで琵琶湖の魚が回っていきますから、漁業者もま

たそれが増えるきっかけにもなります。養殖の技術もかなり高度なものが開発されていま

すので、そういうのでうまく回っていけば、需要と供給がうまくかみ合っていけば、琵琶

湖漁業も元気になると思います。そういう仕掛けを是非進めていただきたいと思います。

（座長）ありがとうございました。それでは事務局のほうで、最初のご質問とそれからあ

との励ましというかご提案というか、それに対して何かコメントありましたらよろしくお

願いします。

（事務局）林業のほうなんですけれども、データを集めて、その結果ああいったグラフ化

ということでお示しさせていただいたんですけれども、その明確な理由というのは私も森

林政策課のほうで確認しておりません。ただ、１つ考えられる理由としては、その利用間

伐が非常に事業としてふえてきたということで、利用間伐というのはその場で置いておく

だけではなくて、持ち出して、それを活用するというところで、より裾野の広い、そうい

う事業形態が起こってきたことでふえたんじゃないかと、私の推測ではあるんですけれど

も、そういったことが考えられるんじゃないかということは思っております。

それと、堀越先生、もう１つ言われた、月１回以上湖魚料理を食べる人の割合のことな

んですけれども、具体的には２１ページの上から２つ目にその指標がありまして、昨年度、

２４年の８月に県で県政モニターアンケートを活用して調べたんですけれども、そのとき

の割合では１７％ということで、目標としては平成３２年に７０％までもっていきたいん

ですけれども、まだまだ低いと。だから、先生のおっしゃったような、食べることによっ

ていろんな産業が動いていくといいますか、そういう活性化が図れるんじゃないかという

ことで、ご指摘については我々のほうもよく理解できますし、そういう方向でもっていけ

たら確かにいいかなということは思います。
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（座長）先生、よろしゅうございますか。そしたら、西野委員。

（西野委員）最初の指標について、２点作業をお願いします。１つは個々に指標があって

も、指標同士の関連性というのがわからないので、そこがわかるような形の操作をお願い

したいということです。

例えば、全リンとか全窒素ですね。特に南湖については、水草の繁茂量との関係が非常

に大きく影響しておりますので、全リン、全窒素の図に水草が繁茂し始めたのは１９９４

年ですので、その箇所に矢印等を入れていただくとかいう形で、指標相互の関連性がわか

るような工夫をお願いしたいということです。

もう１つは、個々の指標ではわからない全体像の把握について、先ほどの佐藤さんのご

指摘にもあったんですが、例えば、林業では、先ほど佐藤さんの言われた１４ページで、

県産材の素材生産量を立米当たりで表現しているわけですが、利用間伐面積とか、間伐実

施面積はヘクタール当たりの標示となっています。そうしますと、例えば、ヘクタール当

たりどれぐらい県産材がつくられているかがわからないと、実際、間伐以外にも伐採して

いるわけですよね。そういう全体像がわからないと、個々の指標だけ見てもよくわからな

いということがあったので、そこをもう少し整理をお願いできないかと思います。

私がおもしろいと思ったのは１１ページです。パワーポイントでいうと４０と４３です

が、耕地面積の田んぼの面積と、環境こだわり農産物栽培面積の比をとりますと、大体、

今、田んぼの５分の１ぐらいが環境こだわり農業を実施してもらっているという話になる

と思います。こういうデータはすごく重要だと思いますので、今ある指標を組み合わせる

ことで、今言いましたように環境こだわり農業が実際の農業の中でどれぐらいの割合を占

めているかというような形で、指標の整理というか、指標の関係性みたいなものを整理し

ていただくと、もう少しわかりやすいのではないかというふうに思います。

あと生物多様性につきまして、１２ページですが、カイツブリやホタルのように、単独

の生物数だけで生物多様性をあらわすのは問題があると思います。それで、いい指標かど

うかわかりませんけれども、例えばレッドデータインデックスのような指標を用いて、魚

類等、特によく研究されている生物群について、レッドデータブックで３回分のデータが

あれば計算できますので、それでそのレッドデータ掲載種がふえた割合と減った割合を計

算してはどうかと思います。魚の現存量は全部把握するのは難しいと思いますが、危機的

な状況にある魚の種類が増える傾向にあるのか、減少傾向にあるかというのはわかります。
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そういう形で全体がわかるような指標をもう少し工夫していただけたらと思います。

（座長）今４点ほどご意見等がございましたが、事務局、いかがでございますでしょうか。

大体そういうことで検討していただくということでよろしゅうございますか。

（事務局）指標は、各課でそれぞれ数字的に表したものを集めたものですので、それを一

旦こちらでかみ砕いて分析して、データが見えるようにというのは非常に難しい。正直難

しいところがあるとは思います。

ただ、ご指摘ではありますので、どういった形でならできるのかということは内部で勉

強していきたいと思いますし、しっかり答えられるかどうか、そこのところはちょっとは

っきり申し上げることはできませんが、努力はしていきたいと思います。

（座長）よろしくお願いいたします。はい、田中委員。

（田中克委員）１つコメントさせていただきます。今の西野委員のご質問にもかかわるの

ですが、それぞれの個々の指標の指標性に関してです。個別にいろいろな指標を挙げてい

ただいて、それをトータルとして評価をするというのが、１つのやり方だと思うのですが、

それらの指標の中にも重要なものとそうでないものとがあり、そして、琵琶湖の再生によ

り直接かかわるものと、そうでないものがあります。

例えば、海の場合でも同様なのですが、今魚食離れが進んでいます。これはやはり子ど

もたちも含めて、我々の暮らしが海と離れていることに非常に相関していると考えられま

す。ですから、魚食離れだけで攻めていっても、おそらく戻らないと思われます。我々の

暮らしそのものをもっと海に近づけること、これは琵琶湖の場合でも一緒だと思われます。

ですから、魚食、湖魚食と、我々の暮らしが湖とどうかかわるかという問題だと思われま

す。これは子どもたちの環境教育も含めて、このことにつながりのある指標をうまくピッ

クアップして複合的な指標にすると、健全性を評価するのにより重みのある指標になるの

ではないかという気がします。そのことは、例えば、水田と琵琶湖の関係を例にすれば、

滋賀県では農業産出額の５０％が米という他府県よりかなり高い値であり、その水田に魚

が上ってきて産卵をし、そこで育った稚魚は琵琶湖に帰る、農家の人は上ってきた魚をち

ょっといただいておかずにする。そこにはまさに稲作漁労文明の原型であるとみなすこと
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ができます。そうすると、稲作をもっと効果的に、お米をもっとたくさん食べてもらうよ

うにするということと、魚食を、あるいはセタシジミも含めて魚介類を食べるというの食

の在り方は非常に関連が深いわけですから、その辺をうまく考えて指標の重み付けという

か、指標間の相関性の高いものをうまくつなぎ合わせると、よりうまく健全性の評価につ

ながるのではないかという気がします。

もう１つは質問です。これは前から気になっていたのですが、琵琶湖の中で固有種とい

うこともありますが、漁獲量が一番ドラスティックに変化しているのはやはりセタシジミ

ではないでしょうか。かつて６千トンあったのが、先ほどの図では２０トン前後でしょう。

もう壊滅状態と言ってもいい状態ですね。佐藤先生も最後のほうのご説明の中で、「物質

循環がやはり大事だ」と指摘されました。まさに私もそのとおりだと思うのですが、そこ

でご説明いただいた植物プランクトン、動物プランクトン、魚類とつながる上位のほうの

物質循環に焦点を当てられましたが、琵琶湖の中を見た場合に、それより下位のバクテリ

アも含めた基盤の物質循環が、やはり最もおかしくなっているのではないでしょうか。セ

タシジミが住めないような底質環境になっているというのが一番直感的に感じるわけです。

そうすると、セタシジミは我々の食材というだけじゃなくて、琵琶湖の生態系の中で低位

の物質循環を非常に健全に動かす、極めて重要な生き物ではなかったかと思われます。そ

の辺をどういうふうに評価されているのかお聞きしたいと思います。個々の水質指標は観

測時の条件で変動しやすいですが、一方、底質環境というのはインテグレートされた、あ

るいは累積された指標ですから、むしろそういう累積的な指標を重視する必要があるので

はないでしょうか。ですから、琵琶湖の健全性の評価には、物質循環を底辺で支える貝類、

その代表のセタシジミと、それらが暮らすのに好適な底質環境があるはずです。その底質

環境をどのように位置づけられているかがよく理解できなかったものですから、お聞きし

たいと思います。

（座長）事務局のほうで、まず後者のご質問のほういかがでございますでしょうか。要す

るに底生生物関係ですね。それと環境ですね。

（事務局）特に、今、セタシジミの話が出てまいりました。そこは本当に重要視しており

まして、セタシジミの漁獲量を指標にも挙げておりますが、それ以外でも、今、水草の根

こそぎ除去をしておりますけれども、それも結果的には底質の改善につなげる。具体的に、
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根こそぎ除去というのはもともと貝曳きをする漁具のマンガンというやつで底打ちをして

水草を取っておりますが、ここ数年で徐々にセタシジミの稚貝が見られるようになってき

ていると。これは非常に大きな指標といいますか、わかりやすい指標として、漁師さんも

実感として、取れるようになってきているなということで評価もしていただいているとい

うこともありますし、この学術フォーラム以外にもいろんなプロジェクトで水質保全・環

境保全の努力をしておりますけれども、その中でも、やはり底質の問題というのが出てき

ておりますので、その重要な指標としてのセタシジミ、あるいは底生生物、これを重視し

た上で何とか具体的な施策につなげていきたいという思いの、方向性が見えてきていると

いうのは事実でございますので、ぜひ参考にしたいと思います。

（座長）先生、よろしゅうございますでしょうか。

前者の指標間のお互いのかかわりですね。いわゆるストックとフローだけじゃなくて、

そういうかかわりについても整理をよろしくお願いいたします。

（田中克委員）参考意見ですが、今年の２月にウナギが絶滅危惧種に指定されました。こ

れはウナギだけの問題ではなく、水辺に暮らすアサリなどもその可能性が非常に高いので

はないかと私は危惧しています。例えば、有明海では、1980 年代には最高９万トンも獲

れていたアサリがわずか 20 年もたたない間に２千トン前後まで激減してしまいました。

これは琵琶湖のセタシジミの現状と同じような状況ではないかと思われます。日本全体で、

ちょっと前には１６万トン獲れていたアサリの漁獲量は今では３万５千トン前後、しかも

その８割は東海３県に限られ、特に愛知県の三河湾で全国の６割が漁獲されるという極端

な事態に至っています。ということは、もう日本中でほとんどアサリが獲れないことを意

味しています。有明海ではその他の貝類をも相次いで壊滅状態で瀕死の海へと至りつつあ

ります。琵琶湖の場合にはセタシジミが蘇ることが健全性の極めて重要な指標になるので

はないでしょうか。海でのアサリと同様に、琵琶湖ではセタシジミをひとつ突破口にして、

多様なつながりを紡いでいくことが重要ではないかと思われます。セタシジミが健全に暮

らせるためには、地下水だとか、河川水だとか、さかのぼっていけば森林までつながる、

そういう流れがあるわけですから、視点としてはトータルにつながっていっているという

ことだと思います。琵琶湖の中の物質循環だけではなく、琵琶湖とその周辺間での物質の

循環という、２つの物質循環のリンクが、ここではセタシジミが非常に具体的につなぐの
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だと考えられます。ぜひそこは掘り下げていただければと思います。

（座長）よろしくお願いします。では、清水委員のほうから。

（清水委員）ものすごく否定的な意見と応援を両方したいんですけれども。

１－３の健全な指標、健全性を新たな指標として、初めに貯蓄のやつが出てきたんです

けれども、今の説明だと、１－１の資料と変わらないなと思って聞いていて。「フローを

出します」と言いますけれども、１－１で経年変化出ていますから、フローの結果ですよ

ね。最後までどこか変わってくるんだろうなと思いながら聞いていたんですけれども、フ

ローの数字を出しますということ以外に余り聞こえてこなかった。これものすごい否定的

な意見です。

少し応援をさせていただきますと、これ評価するための方法なんでしょうかね。僕はそ

の少し前の段階のような気がしていて、議論するための何かを出すんだろうというふうに

受け取らせていただきました。ここでもそうですけれども、専門分野がいろんな人がいて、

それぞれに思いのある分野があって、まさに先生が「矛盾するだろう」と言われたんです

けれども、一方を立てると一方が立たなくなるということがおそらく起きてきて、その関

連性をどうやって、今インテグレートという言い方されましたけれども、つけるのかなと

いう。たぶんそこまではモデルでおそらくいけるんだろうと思います。どこかで、「えい

やっ」というのがおそらく要るんでしょうけれども。それが出た上で、「現状はこうなん

ですけれども、皆さん、どうしましょう。今、いいのか悪いのか。ある分野から見たらい

いかもしれない。ある分野から見たら悪いかもしれない。でも、全体としてはどこかで現

状、あるいは将来を考えて妥協点を」という話におそらくなるんでしょうね。そのときに、

各分離した要素の中の重みをどこかで付けていかなきゃいけない。これがたぶん話し合い

をしなければならないだろうと。そのための議論のための方法だという取り方を僕はして

いて、ただ、もう一歩先に進むと、「現状までの分析はできました。将来、その健全性を

目指すにはどうしたらいいですか」ということをやらなきゃいけなくて、そのためには何

かシナリオが要りますよね。あるいはそのシナリオを達成するために、何らかの施策を取

っていってドライビングフォースが要りますよね。これはおそらく非常に難しい。今まで

は琵琶湖が健全じゃない方向に向いておそらく来ていて、負の方向に来ているものをモデ

ルで再現するということはできました。それを正の方向に向けるためにシナリオ設定して
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モデルで再現します、あるいはドライビングフォースで施策を何か取ったときに、どうい

うふうに将来に向かっていきますかというのは、必ずしもパラメータは一緒ではないと思

います。よく湖でレジームシフトという言い方しますけれども、ああいう正方向と順方向

と逆方向のやつをどうやって変えていったらいいのかなということを思いながら、ただ、

議論して、現状を評価して、政策まで結びつけて、その矛盾する中でどこかの妥協点見つ

けながら、全体的で健全ですねというところをたぶん目指すんだろうなと。そんなことを

できればやってほしいな、やりたいなと思いながらの応援です。

（座長）ありがとうございます。事務局、今、清水委員のおっしゃられたことのキーワー

ドのところを書きとめておいていただいて、次のステップに役立てていただければと思い

ます。

井手委員、何かございますか。

（井手委員）細かいことでよろしいですか。

ちょっとまた意見、具体的な問題に戻ってしまうんですが、１１ページ、「環境こだわ

りの農産物栽培面積と化学合成農薬使用量の推移」がありますね。ごらんのとおり、ここ

十数年こだわりの栽培面積は国の政策と相まって劇的にふえています。それに伴って、そ

れにプラスアルファする形で、合成農薬の使用量もかなり減ってきているんです。

私がちょっと前から気になっていたのは、この農業におけるこの十数年の大きな取り組

みが、例えば、今回であれば２ページにある「汚濁負荷量の推定量」にちゃんと反映され

ているかどうかという点です。これを確認させて下さい。

（佐藤研究員）結論から言いますと、しております。例年のこだわり農業の実績値をもと

に負荷量を推定しています。

（井手委員）はい、ありがとうございます。

（座長）どうでございますか。

（平山委員）いいですか。
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私は質問ではなくてコメントという感じなんですけれども、この最後の佐藤さんのスト

ックとフローの考え方、すごくよくわかっていいなと思ったんですけれども。ここで注意

しておかなくてはいけないことが、そのストックとかフローという概念では評価できない

こともあるということだと思います。

例えば、こういう考え方、生態系の考え方だと思うんですけれども、海洋生態学系とか、

湖沼とか、こうしたストックとかフローで結構十分な評価ができたりとか、安定性の解析

とかされてきましたけれども、森林の生態系ではこうした物質循環の考え方だけでは、生

態系の機能が十分に評価できないということが言われていまして、生物の多様性について

の評価の仕方というのがそういうことに当てはまってくるかと思うんですけれども、もし

こうしたことを考えていくときに注意されながら考えていくと、すばらしいものができる

んじゃないかなと思いました。

（座長）ありがとうございます。ぜひそれを書きとめていただいて、次のステップのとき

にはぜひ反映したり、あるいは先生のところへお伺いにいくようにしてください。よろし

ゅうございますか。

まだまだご意見おありと思いますけれども、与えられています時間もそろそろ迫ってお

りますので、もし何かご意見ありましたら事務局のほうへお寄せいただきたいと思います。

ただ、最後にいろんなご意見、あるいはご注意をいただきましたが、佐藤研究員のご提

案の作業を進めることについて、どうも反対という意見はなかったようでございますので、

指標の整理にもつながりますので、そういう考え方でこの指標の作業を進めていただきた

いと思いますが、委員の皆さん、そういうことでよろしゅうございますか。

－一同異議なし－

（座長）ということで、いろいろご意見もあり、また必ずしもああいう考えではなくて、

端的な状態変数でという評価もございますので、そういったことを含めていろんな報告、

新たに投じていきたいと思っていますし、ぜひ進めていただきたいと思います。

（２）マザーレイク２１計画関連事業の実施状況について
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（座長）それでは、次のほうに移らせていただきます。

議題２の「平成２５年度マザーレイク２１計画関連事業予算概要について」という資料

がございますので、これ事務局のほうからかいつまんでご説明いただきます。よろしくお

願いします。

事務局：

＜事務局から説明【資料２参照】＞

（座長）ぜひまた見ていただいてご質問等あれば、事務局へお寄せいただきたいんですが、

今、この段階ですぐにあるご質問であれば、ぜひよろしくお願いいたします。

よろしゅうございますか。多部に渡っていますので、ぜひまた見ていただいて、ご質

問があれば事務局までお寄せいただきたいと思います。ご意見も含めてですが。

たぶん、これが今度は前半の指標の話とどうかかわってくるんだというようなことにな

ると思いますので、よろしくお願いします。

というふうなことでありますが、議題３で、「その他」というのがございますが、何か

事務局ございますでしょうか。

（事務局）特にありません。

（座長）そうですか。それでは、以上予定しましたのは全部でございますが、この際、今

日の議題以外で、せっかく集まっていただいていますので、何かフォーラムに対してご意

見ございましたら、よろしくお願いいたします。

それでは、今日は進行にご協力いただきまして、本当にありがとうございます。また、

活発ないろんなご意見いただきましたので、これまた整理しまして、次に進めさせていた

だきたいと思います。

では、事務局にマイク返します。

（司会）座長、ありがとうございました。

本日はご多忙のところ、長時間に渡り貴重なご意見を賜りまことにありがとうございま

す。本日の議論を生かして、よりよい指標の開発等の評価に役立ててまいりたいと考えて
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おります。

これをもちまして第２回学術フォーラムを閉会させていただきます。どうもありがとう

ございました。


