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干潟 ・ 砂浜 ・ サンゴ礁 ： 多様な沿岸景観ごとの文化的サービスの分布とその変動

国立研究開発法人海洋研究開発機構海底資源研究開発センター環境影響評価研究グループ

　研究員　　山北剛久

　今日は、 文化的なサービスのうちマリンレジャーの分布とその変

化についてお話ししたいと思います。

　今日の皆さんのお話の多くはサービスによる価値評価の話で１７

すが、 その前提を壊すつもりはないのですが、 時間的にも空間的

にもサービスは異なっていくので、 それを今後どう考えたらいいの

か、 これから議論していかなくてはいけないというのが結論です。

今日の発表者の後半の多くは、 環境省推進費 S-15 という今年か

ら始まっているプロジェクトのメンバーでして、 この中で生態系サ

ービスの評価を全国スケールでやっていこうということを試みてい

ます。 特に我々は海域のサービスを供給から文化的なサービスま

で評価するということ、 それに対して環境の変動要因や、 社会的

な変動要因がどう影響して将来変化するのかの予測を試みていま

す。 私が所属しているのは、 サブテーマ１というところで、 その情

報整備を JAMSTEC が担当することになっております。

本題に入ります。 既にいろいろな方からご説明がありましたが、

生態系サービスという概念の中には自然環境の健全度や量といっ

た資本から、 需要に対応したフローが生まれることでサービスとし

て取り出されると理解されています。 供給可能な量というのを評価

して、 そのサービスの評価とすることもありますが、 今日は （自然

資本の変化も一つの例として考えますが）、 需要やインフラが変化

してそのサービス自体がどう変化し得るのかという例を少しご紹介

しようと思います。 まだ具体的な解析はそれほど行っていません。

その例というのは、 サンゴ礁で行われているダイビング、 砂浜で行

われている海水浴、 干潟で行われている潮干狩りの３つです。 サ

ンゴ礁については、 温暖化によるサンゴ礁の予測 と将来のダイビ

ングの利用可能な場所の変化、 現在とどれぐらいサンゴの分布と

利用している場所とのギャップが広がるのかということ。 砂浜に関し

て、 海水浴というのは実は割と 近広まった活動でして、 それが

どう広がってきたのかということ。 そして 後に潮干狩りについては

地震のあとにどれぐらい利用者が減ったのかという話をさせていた

だければと思います。 先ほども触れましたが、今日の話の要点は、

サービスは比較的短期間で人間の心理的な要因や需要などのさ

まざまな事情によって変化するということです。 需要との関係が重

要というところまでが今回の結論で、 ではこれを研究としてどう扱う

のかというのは今後、 皆さんと議論する時間を設けたいと思ってお

ります。

初めにダイビングですが、 ここではまず現在のサンゴ礁の分布

とダイビングスポットの分布、 あるいはダイビングショップの分布を

比較しまして、 横軸が 低気温、 縦軸がサンゴ礁の分布確率の

値です。 さらに生物の分布推定モデルを用いまして、 どのぐらい
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の温度になるとサンゴ礁が分布することができるかというのを予測

するモデルで将来分布する場所を予測して、 現在と比較した関係

性でどれくらいギャップがあるのかを比較してみようということです。

まず、 現在のダイビングショップの分布とサンゴ礁の分布を比

較してみますと、 横軸がサンゴ礁の面積、 あるいは人口で、 縦

軸はダイビングショップの分布です。 東京都の島嶼部を分けてい

ない点はトリッキーですけれども、 このように沖縄や東京は別とし

て、 鹿児島や和歌山といったサンゴ礁がたくさんあるところはダイ

ビングショップの数も多いということで正の相関があります。 ただ九

州は、 サンゴ礁は分布しているけれど低利用な場所というのが見

られます。 人口については、 解析がまだあまり進んでいないため、

詳細は触れませんが、 沖縄を除けば人口も関係しているように見

えます。

今、 県レベルで見ましたけど、 もっと細かい 10 キロメートルの

解像度で見ますと、 ダイビングショップの数とサンゴ礁の面積との

きれいな相関関係は出てきません。 これは都道府県を色で分けて

いますけれども、 むしろ人口との関係のほうがよく出てくるというこ

とがわかりました。 ダイビングショップは都市部にもありますのでそ

れはやめて、 ダイビングスポットの数としてみますと、 ダイビングス

ポットともきれいな線形の関係性は見られないけれども、 分位点回

帰解析によると、 ダイビングスポットの数の多さの 大とサンゴ礁

の分布面積の広さに関係がありそうだということがわかっています。

これを 10 キロメートルグリッドごとのダイビングサイトの分布で見ま

すと、 伊豆でとても多いのは置いておいて、 沖縄や、 意外と九州

の南側や、 和歌山といったところにたくさん見られています。 これ

にサンゴ礁の分布を重ね合わせると沖縄で圧倒的にサンゴ礁の面

積が多いので、 このサンゴ礁の面積とのギャップというのは当然沖

縄ですごく高くなります。 このギャップの色が青いほうがギャップが

大きく、 沖縄で顕著にみられますが、 沖縄の場所としてのポテン

シャルを表しています。 ただ来る人はどこから来るのかというのは

この段階では置いておいて考えないといけないです。

沖縄以外では、 九州や四国の黒潮が当たるような先端部分で

ギャップが大きいということがわかっています。 さらにこれに将来の

予測を載せると、 ただ色が濃くなるだけなのですが、 九州でこの

ギャップがいろいろな場所でさらに拡大していくということ、 あと実

は沖縄も本島と北側の奄美大島は、 温度だけで見ると、 さらに面

積が増える場所もあるということになっていまして、 さらにギャップ

が広がるような結論になっています。

こうして見ていただくと、 既にダイビングスポットがある和歌山は

別として、 温暖化によってサービスのポテンシャルがある場所とい

うのが、 もっと北のほうでも増えてくるということがわかるかと思いま

す。 これが一つ自然資本の変化によるサービスの変化の可能性

です。
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次が海水浴の例です。 これは私自身、 全然知らなくてびっくり

したのが、 意外と海水浴の歴史は浅いということからです。 そもそ

も世界的に見ても海水浴が誕生したのは日本では江戸時代で、

イギリスのスカーバラ、 ブライトンというロンドンから数時間行ったと

ころで、 それぞれ 1740 年と 50 年に、 いわゆる海水浴場というの

が誕生しました。 この当時、 海水浴場という名前でなく、 サナトリ

ウムという海浜で療養する施設というものがはやっていまして、 療

養施設として海岸にいろいろな設備を作るということが行われてき

たというのが海水浴と一緒に広まった当時の活動です。 日本にお

いても明治以降 1860 年代後半に外国人が横浜にたくさん来た際

に、 今の横浜市金沢区で日本に駐在している外国人が海水浴

始めたということです。 お寺にわざわざ泊まって海水浴をするとい

うのが外国人にはやっているらしいという話が出たり、 あるいは岩

倉使節団に行った人がイギリスで保養施設を見学して、 これを日

本にも造ろうということで、 今で言うところの大磯での海水浴場が

1885 年にできたといわれています。

こちらがそれを地図に落としたものですけれど、 大磯以前にも

鎌倉の由比ヶ浜で、 海水浴場と言っていいのかわからないので

議論はあるのですが、 海水浴場のような場所をベルクという人が

造ったとあります。 それ以前は実は日本には潮湯治といって、 よ

く温泉に湯治といって行きますけれども、 それと同じように海に行

くという例がいくつか知られていて、 実は 『方丈記』 にも書いて

ありとても古い風習です。 それ以外はレジャーとしていわゆる海水

浴のようなことは行われていなかったのですが、 こういった海外か

ら保養施設、 あるいは療養施設としての海水浴というのが広まっ

てくることで少しずつ拡大してきました。 さらにこれが全国に広まっ

て、 1910 年にはこの点に示したように、 太平洋側と九州の各都道

府県に大体数カ所あるぐらいになってきて、 当然発祥の地である

鎌倉や、 あるいは昔から湯治が行われていた愛知はたくさん増え

てくるわけです。 当時の観光客の数で言うと、 京都で 1000 万人

といわれていたのが湘南だけで同じくらい 1000 万人ということで、

当時、 1930 年代であっても観光地としての海水浴場というのはか

なり大きな意味を持っていたということがわかります。 これが 2016

年になるとどうなるかということですけれども、 このように日本海側

も含めて本州全域、 東北などにも広がって、 図にはないですけど

北海道にも何カ所か増えています。

今日は東京湾シンポジウムです。 ここで注目したいのは減った

場所、 それは東京湾です。 湾奥の多くで減少しています。 サー

ビスの拡大する段階では人間側の流行であったり、 あるいはイン

フラの整備であったりということが関係していると思うのですが、 こ

こにきて自然資本の重要性、 水質なども効いてきているということ

がわかります。 少しだけ東京湾の例を詳しい図で紹介しますと、

色が濃い部分は現在は埋立地で、 この当時はほとんどが自然海
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岸だったと考えていただければいいと思います。 1950 年代には

潮干狩り場も海水浴場も全面的に分布していたものが、 1965 年

になるとまず東京側で潮干狩りができなくなります。 1970 年になる

と、 東京湾の場合、 図にするまでもなく全面で埋め立てが一気に

行われていますので、 ほとんど潮干狩りも海水浴もできなくなって

しまい、 1989 年になると、 人工ビーチが一部で作られたり、 ある

いは一部の潮干狩り場が復活したりということをしています。 このよ

うに人為的な撹乱も含めて、 水質の悪化や環境の悪化に伴って

減少するという傾向も見られるということがわかりました。 ここまでが

海水浴でして、 後に潮干狩りです。

これは、 横浜市八景島の４月の様子で、 ゴールデンウィークや

春になると、 潮干狩りでたくさん人が来ます。 東京湾では湾奥の

三番瀬というところで、 震災で津波自体はそれほど大きくはなかっ

たのですが、 地盤沈下や液状化がかなりひどい地域でした。 震

災のあとにどう利用が変わったのかというものを見た例を 後にご

紹介します。

この場所は地域住民が以前から活動していまして、 私も一緒

に参加しているのですが、 海への関心度なども調査していますの

で、 その比較ができるだろうということで、 対象にしました。 干潟

に立ち入る数は、 2010 年５月のゴールデンウィークで 大で、 こ

の見える範囲で 210 人。 ６、７月だと少なくて 64 人という状況です。

震災後には、 ゴールデンウィークではないときと比較しているの

で、その部分の比較が難しいのですが、2011 年７月には 47 人で、

2012 年５月のゴールデンウィークのときでも 56 人と、 震災前の５

月の数と比較すると 27％ぐらいの数しか実際潮干狩りには来てな

いということがわかりました。 特に、 他の地域と比べてもこの場所

は顕著に人の利用が減っています。 2011 年、 12 年しかないです

けれども、 これは千葉県の例ですけれども、 全体の観光の入り込

み数が増えているのに対して、 三番瀬では大体 50％を下回る状

態で震災前推移しているということになっています。 例えば、 他の

潮干狩り場で、 木更津にあるような潮干狩り場はやはり震災後落

ち込んで、 半分ぐらい、 50％ぐらいになっているのですが、 2013

年には７割ぐらいまで回復するということになっています。 この場

所で地盤沈下と液状化で干潟が少なくなったこともあると思います

けれども、 こういったかたちで震災後に利用者が減るということも

起こるわけです。 実際、 この震災後に何を行わなくなりましたかと

いうのを聞きますと、 散歩やジョギングというのはそれほど変化が

大きくないのですが、 潮干狩りやピクニックはやらなくなったという

か、 N 数が少ないので微妙ですけれども 27 人中７人が、 14 人中

７人がやらなくなったと回答しています。 この結果を見ると、 干潟

観察や野鳥観察や釣りはそんなに減っていなくて、 これは技術革

新の伝播の例ですけれども、 いわゆる先駆的な人と、 あとメインの

一般の人がいるような市場というのは異なると言われているのです



が、 マニアックな趣味をやっている人たちは、 こういう震災や事件

があっても続けるかもしれません。 しかし、 先ほど重要度が低いと

ありましたけれども、 レジャーといった生活に直接関わらないもの

では、 一般の人はさっと潮が引くように引いてしまうという現象が起

きてしまうのがあり得るというのが結論です。 実際、 震災後にやめ

た活動というのと、 どういう震災後の環境の要因とか関係がありま

すかというのを聞きますと、 震災後にやめたものは何があるのかと

いうと、 潮干狩りや散歩や自然観察をやめた人っていうのが数の

組み合わせが多いということがわかっています。 これは、 震災の

影響でアサリが減ったためではないかと思う方もいるかもしれませ

んが、 右が震災後で、 左が震災前ですが、 横軸がアサリのサイ

ズで 30 ミリ以上のアサリは震災後に増加していまして、 少なくとも

2012 年までは人によるアサリの採捕がなくなったために、 アサリの

大きなサイズも増えており、 実は自然の資本としては、 よくなって

いるのではないかということです。 こういった自然の資本や独立に

人の受け手側の心理的な変化や、 あるいは他の環境の変化によ 

って変わってしまうということが短期間で起こり得るということです。

今回の予備的な検討から、 このサンゴ礁の事例はよくある研究で

すが、 自然資本の変化によって文化的なサービスが変わってくる

ということがわかりました。 砂浜の例については、 今まで未利用だ 

ったものの価値を認識させるということで、 あたかも無限に価値が

広がる。 のですが、 一定以上に環境が悪化すると、 やはりそれ

は自然資本の影響を受けると理解できました。 　 後に、 潮干狩

りの例は、 文化的な価値というのは受け手次第で急に変わることも

あるということです。 ただ、 一時的に利用圧が下がったことで自然

資本が回復したという例でもあるので、 こういった事例を社会科学

の人と一緒に扱ったら面白いのではないかと考えています。
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