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第２回総合海洋政策本部参与会議概要

：平成１９年１２月１９日（水）１０：００～１２：１０○日 時

：官邸２階小ホール○場 所

○議事概要

１．開会

２．冬柴海洋政策担当大臣挨拶

冬柴海洋政策担当大臣より、海洋基本計画案の目標を実現するための総合

的な施策として、例えば、海底のエネルギー・鉱物資源の開発・利用、領海

の安全に関する制度の整備、海洋に関する情報の一元的管理・提供、離島の

保全・振興などがある。また、与党の新年度税制改革大綱に、海運企業に関

するトン数標準税制の導入が盛り込まれたが、これをてこにして海運企業の

競争力強化、日本籍船・日本人船員の確保を図っていくことも重要であり、

海洋基本計画においては、これらを明確な形でまとめ上げたい旨の御挨拶が

あった。

３ 「海洋基本計画（素案 」について． ）

資料１について事務局より説明が行われ、内容について議論が行われた。

その概要は、以下のとおり。

【参与発言は○、事務局発言は●で表記】

○ 殆どの国民は、陸より海の国土が広いことや、東シナ海問題や尖閣の問

題等があることを知らない。今後、世界６位のＥＥＺを有する我が国が、

どのようにすればＥＥＺを開発していけるのかを考えることが重要であ

る。

シーレーンについても、我が国が、シーレーンとして考えている範囲は

南シナ海程度と非常に狭いのが現状である。海運を発展させるためには、

インド洋等などを含めた広い範囲で考えていくべきである。

また、海洋基本法や総合海洋政策本部のような立派な組織ができても、

情報の価値を理解し役立てる人材がいなければ情報を活かすことができな

いため、そのような人材を確保・育成することが重要である。

○ 海洋基本計画の素案（以下「素案 ）には、現状、大きな骨がない。」

２０世紀における人類の広汎な活動の結果、気候変動、地球温暖化等の

様々な問題が生じた。例えば、漁業に関しても、海底地形や海賊に関する

情報が蓄積されており、それらは相互に関連している。これらの情報を分

析、反映するためのシンクタンクのような機関や、知の構造化を担う人材

の育成が重要である。地球を良くしていくことが２１世紀における人類共

通の課題である。
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素案の随所に「データの一元化」という言葉が出てくるが、知の構造化

、 。というバックボーンをしっかり考えながら 進めていくことが重要である

海洋については、様々な分野で３０年来の蓄積があるからこそ一元化が可

能なのである。

我が国に残されたものは人材しかない。素案に人材についての記述を盛

り込んでいただいたことは評価するが、人材育成の中心として大学がある

旨を素案に位置付けていただきたい。

○ 海洋基本法の究極的な目的は「国民生活の安定と向上」である。我が国

は科学技術創造立国を宣言しており、海洋技術は我が国の財産であるとい

う視点を持つことが重要である。

素案の第２部の表題にある「総合的かつ計画的」がどのような意味なの

かが判らないので、文章を書く際には、それが判るように書いてもらいた

い。

素案には、予算に言及した記述がない。第２部で人材育成についてロー

ドマップ的に書いてもらいたい。

Ｐ９の１～２行目の「安全・安心社会に関わる海洋・地球関連技術、深

、 」 、海底観測調査技術は 欧米と比しても研究水準は高く についてであるが

我が国の観測技術は欧米より遅れており脆弱であり、基礎技術の強化が必

要だという記述がないのはいかがなものか。装置類も、他国から買うスタ

ンスから、我が国で作るスタンスに転換すべきである。

他方、我が国の造船技術は進んでいる。海運業、水産業を支えているの

は、造船技術や深海技術であり、それらの業界にもスポットが当たるよう

にすべきである。海洋立国の技術基盤の底上げを図ってもらいたい。

○ 全般的によく記述されている。石油・天然ガスについても、賦存状況、

調査の実施に当たって考慮すべき事項、資源採取が環境に与える影響の事

前評価の必要性等の事項が過不足なく記述されている。海底エネルギー鉱

物資源の探査については、賦存状況がわからなければリスクが大きい。メ

タンハイドレート等についても採掘技術の確立が必要である。

また、データの一元化や人材育成も大きな課題である。石油の探鉱等の

データが、国、企業で共有化されていないのが現状であり、優秀な研究者

等の確保が課題である。

国際的協調については、現在、韓国との共同開発が進んでおり、次善の

策かもしれないが、東シナ海における中国との共同開発について計画案に

盛り込むことが適切かどうかを検討してはどうか。

海洋調査の推進については、資源探査データの共有化を図るため、ソフ

トウェアや人材を含むシステムを整備することは非常に重要であり、計画

案に盛り込んでもらいたい。海洋産業の記述に、大水深の掘削、資源開発

に関する技術開発を加えて欲しい。人材育成については、産学官が連携し

つつ企業が支援を行うことが必要であり、計画案にその旨を盛り込んでも

らいたい。

○ 短期間で非常にうまくまとめていただいたと思う。
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個別の意見としては、まず、海洋基本計画に我が国としての特殊性を打

ち出した方がよい。特殊性の例としては、我が国の輸送手段は海上輸送が

太宗を占めること、水産資源からタンパク質を摂取する割合が高いこと、

海域を起点とする災害が多いこと等が挙げられる。

海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和について、調和が必要で

あることに異存はないが、科学的な知見が十分でなければ、具体的な施策

としてブレイクダウンできないので、科学的知見の充実も含め、施策の具

体化が前進するような取組みが必要である。

Ｐ８の「地球温暖化に伴う海面上昇等の可能性も踏まえた海岸保全施設

整備の在り方についての検討を推進する必要がある」については、ＩＰＣ

Ｃの議論を踏まえ 「適応策を策定する 「実施する」などの前向きな書、 」

きぶりとすることが必要である。

Ｐ１２の９行目の「関係者の円滑な調整のための環境整備」について、

海洋の総合的管理のための環境整備という視点が必要である。海洋の総合

的管理ための第１ステップとして、海域の区分、整理を行い、どの海域を

開発し、どの海域を保全すべきか等の議論に繋げることが重要である。

また、地方自治体や民間企業による洋上風力発電、ＮＰＯによる環境修

復、民間企業による深海での資源採取等、国以外の主体による海洋開発も

実施されており、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和の観点か

ら、どのように判断するかが重要である。さらに、それらの施策の是非を

総合的な視点から判断できる人材の育成等、体制を整備することが必要と

考える。

なお、海洋における足場としてのプラットフォーム、ブイ等について、

海洋調査の用途のみならず、資源探査、防災、不審船への対応等の目的へ

の供用を考えることが重要である。

○ 全体としてバランスがとれた内容の素案だと思うが、そのために我が国

としての戦略が読み取りにくい気がする。海洋立国であるのなら、世界の

中の国家の姿が見えないといけないので、方向性を明確にし、我が国が国

際社会に対し、海洋を基軸としてどのような貢献ができるかという観点を

盛り込み、世界に発信できるような計画を作ってもらいたい。

また、シーレーンの安全確保は我が国のみでは困難であり、沿岸国と協

力することが必要である。沿岸国の利益と我が国の利益とを結びつける施

策を講じていくことが重要と考える。海からのテロリズムの防止や、海を

通じた大量破壊兵器の拡散の防止は、世界的に重要な問題であり、我が国

も、ＳＵＡ条約等に基づき積極的に取り組んでいくことが必要である。

、 、 、 、さらに 海洋は いわば相互主義的な空間であり 航行の自由について

例えば、海洋の総合的管理の項に 「航行の自由を確保しつつ、持続可能、

な開発利用の実現に努める」旨記載する、海洋の安全の確保の項に明記す

るなど、もう少し具体的に書き込む方がよい。

海洋調査については、知識の提供という観点もあり、外国のＥＥＺを含

む我が国の調査を確保していくことも大切である。国連海洋法条約で認め

られている権限を全て行使しなければならないわけではない。周辺国に拘

りすぎるのではなく、全体としての海洋立国を考えるべきである。
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○ 全体的に非常に良くできた素案である。前回の参与会議で書くべきとの

意見があった格調高い全体像も描かれており、海洋施策の推進に当たって

必要な事項は、ほぼ網羅されている。

ただ、総合海洋政策本部の役割は、海洋基本計画の策定のみに止まるも

のではなく、計画策定後に本部が果たしていくべき役割を考えることが重

要である。国民が海洋をどれだけ理解しているのか。例えば、漁業調整な

どは大きな課題であり、各府省で漁業者との話合いの方法等が異なるのが

現状である。色々な方法があり、素案では、トップダウンでのガイドライ

ンなど、環境整備が盛り込まれているが、海で働く人からの理解を得るこ

とが重要である。

、 、海洋基本計画の内容について 国民の理解を得ることが重要と考えるが

そのためには、ホームページやデータベースを設置するだけでは不十分だ

と思う。国民の理解の増進を図るための施策は、総合海洋政策本部が行う

べきであり、海洋に関する情報の発信をより一層推進してもらいたい。

○ 全体的には、素案の中に水産資源の管理・利用が適切に位置付けられて

いると思う。

６つの基本方針についても十分に書き込まれている。

ただし、６つの基本方針と１２の施策との関連がわかりにくいと思う。

例えば、白書のような、国民一般が読んでも理解できるような、位置付け

方を考えてはどうか。

また、我が国が果たすべき先導的役割には、途上国に対する国際協力を

推進するという側面と先進国間の技術競争に勝ち抜くという側面の２つが

あり、両者が混在している。外国から、日本に任せれば大丈夫と思っても

らえるよう、両方の側面を取り入れるべきと考える。

さらに、技術開発について、日本が強い分野、弱い分野のいずれに力点

を置くのか、特定分野の技術を支援するのか否かなど、我が国が進む方向

性の検討が重要である。

個別意見であるが、Ｐ６の「貴重なタンパク源である水産資源」につい

て、水産資源はタンパク源であるだけではなく、ミネラル、カルシウム、

ＤＨＡ等の摂取源であることがわかるような記述とすべきではないか。

Ｐ６の「魚礁の設置等による漁場生産力の向上」について、藻場や干潟

も、漁業生産力の向上にとって重要な役割を果たしており、このような、

魚礁のみを強調する書きぶりはいかがなものかと思う。

Ｐ９の「データ一元化」については、我が国の海洋データの一元化が安

、 、全保障の観点から望ましいのか 研究成果の公表を望まない研究者が多く

結果的に既知のデータのみがデータベースに登録されることにならないか

といった懸念がある。

また、離島は沿岸域の保全、監視等に資するものであり、離島を拠点と

した海洋調査など、離島の活用方策を計画案に盛り込むことが重要と考え

る。

○ 全体的に素案の記述は概ね的確であり、計画期間を５年とすることにも
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賛成である。

ただし、海洋の総合的管理のための体制、法制の整備及び予算の確保に

ついてのプロセスがわかるような書きぶりとしてもらいたい。

また 「広大な海域を基盤とする開かれた海洋国家」を海洋立国の基本、

コンセプトとし、これを４つめの目標とするか、総論を統括する形で位置

付けてもらいたい。

、 、 、目標１において 我が国は 海洋の総合的管理の具体的な推進に挑戦し

法律・政策面においても先導的な役割を果たすべきである旨を記述すべき

である。

目標２の「海面利用･海洋管理のあり方の検討」について 「海面利用、

・海洋管理の体制を早急に確立する」等の表現がより適当ではないかと考

える。

目標３には、環境劣化や貧困からの自由という広義の海洋安全保障の概

念が含まれ、海域管理に重要な役割を担う沿岸地域や離島の保全、生活基

盤の充実等を含めて考えることが適当と考える。

また 「深刻な治安問題」の内容について、もう少し広く考えることが、

適当と考える。

第１部の各項目においては、なぜこのような基本理念が必要なのかに重

点を置いて記述し、具体的施策は、極力第１部から第２部へ移す方向で調

整すべきと考える。

１．について、海洋環境の保全についても基本方針として記述し、環境

保全も海洋の開発及び利用との調和が必要である旨明記すべきと考える。

． 、 。 、２ について 目標３で指摘した事項を盛り込むべきではないか また

「 」 、 、Ｐ８の３行目の 航行の安全等 について ＥＥＺ等の海域における調査

探査、開発、建設等の安全確保も入る旨明示することが必要と考える。

３．について、科学的知見についての記述は表現が物足りない。また、

海洋調査に関する各機関の連携協力、データの共有化に必要な体制の整備

が必要と考える。

５．について、原則として 「当事者間の話合いにより利用者相互の調、

整が行われている実態を踏まえる必要がある」とあるが、非合理的な調整

が行われており、そうした実態こそ再考すべきと考える。

また、海域管理については、海域･陸域一体となった沿岸域統合管理の

体制を明確にすべきと考える。

６．について、我が国が、海洋の総合的管理に関する法律・政策面で先

導的役割を果たすべき旨を記述すべきと考える。

このように、海洋施策には府省横断的な課題が多いことから、海洋施策

を総合的に推進するためのチームを総合海洋政策本部に設置するなど、本

部の企画、調整機能が効果的に発揮できるような仕組みづくりを考えるべ

きである。

○ Ｐ２について、第１次、第２次の海洋法会議のレジームの違いや、国連

海洋法条約の意義等を盛り込んだ記述とすることが適当と考える。

○ 非合理的な調整が行われているとの意見があったが、実態をよく確認し
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た方がよい。

○ 国連海洋法条約に基づく事前通報を行えば、東シナ海で海洋科学調査を

やってよいとのことであるが、中国の行動は海洋科学調査の範疇を超えて

いるのではないかと思う。日本側が国防上好ましくない地点であるから調

査してほしくないと申入れたにも関わらず、中国側が調査を実施したこと

もあるようだ。

○ 今後、どのようなプロセスで基本計画案の内容が確定し、どのような形

で参与会議に提示されるのか。

○ 素案の第１部に、人材育成に対する具体的な提案が盛り込まれていない

が、第２部で記載するつもりなのか。

● 基本計画は、国益に資するためだけではなく、世界に貢献していきたい

との思いを抱きつつ作成している。各参与からいただいた御意見等につい

ては、持ち帰り、事務局でよく検討した上で、計画の策定作業を進めてま

いりたい。

４．海洋基本計画の策定に向けた今後のスケジュール（案）について

資料２について事務局より説明が行われ、異議なく了承された。

５．冬柴海洋政策担当大臣挨拶

、 、大臣より 各参与から貴重な御意見をいただいたことに感謝するとともに

今後とも、色々な御意見をいただき、立派な海洋基本計画を作り上げたい。

また、離島対策について、関心が特に高く、世界第６位とも言われる我が国

ＥＥＺは、離島があってこそのものである。現在、離島の住民は、大変苦し

い状況に立たされており、離島の住民が、安心して住み続けていけるような

施策を考えていきたい旨の御挨拶があった。

６．次回の参与会議の日程について

次回の参与会議の日程については、各参与と調整の上、後日決定すること

となった。

以上


