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EEZ 設定 10 周年にあたって（年頭提言）
～～～海洋産業の活性化に向けて～～～

（要旨）
社団法人海洋産業研究会常務理事 中 原 裕 幸

［政策的提言］
◆総理大臣は施政方針演説で「海洋立国政策／EEZ・大陸棚の財産・環境目録づくり」を。
◆海域の利用・保全を計画事項とした国土形成計画に海洋・沿岸域プロジェクトを。
◆海洋開発関係省庁間連絡会議に防衛庁の参加を。
◆漁業への株式会社の参入を認め、沿岸漁業の活性化と漁業権制度の見直しを。
◆技術継承、後継者育成に「海洋ものづくり・人材育成機構〔仮称〕
」を。

［プロジェクト提言］
◆漁業協調型 Offshore Wind Farm の早期実現を。
◆沖ノ鳥島海域に「ちきゅう」活用で海底ケーブル・ネットワーク観測システムを。
◆沖縄に「海洋科学研究・産業振興拠点」を。
◆新規建造予定の三次元物理探査船は、国産技術中心で建造を。
◆高機能巡航型調査観測ロボット（AUV）を多数建造し EEZ・大陸棚に順次配備を。
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EEZ 設定 10 周年にあたって（年頭提言）
～～～海洋産業の活性化に向けて～～～
（ 本 文 ）
常務理事 中 原 裕 幸
明けましておめでとうございます。新春の放談とでもいいましょうか、僭越ながら私案
としての提言を書き綴ってみましたので、ご一瞥いただければ幸いです。
1996 年、わが国は、その 2 年前に 60 ヶ国の批准を得て発効していた国連海洋法条約を
95 番目の国として批准し、200 海里の排他的経済水域（EEZ）を設定しました。
それから 10 年を経た今日、わが国は多くの海洋問題に直面しています。東シナ海にお
ける海底資源開発問題や沖ノ鳥島の保全と活用問題、竹島の領有権問題に地震・津波に対
する海洋観測の重要性など、海洋をめぐる国民的課題はこれまでのわが国の歴史の中でも
かつてないほど重要性を増してきています。
こうした中で、昨年後半には、海洋関係の重要な提言等が相次いで出されました。日本
経団連海洋開発推進委員会の提言、海洋政策研究財団の政策提言、海洋ロマン議連の発足
と決議、自民党海洋権益特別委員会での海洋関連法案の準備、そして海洋技術フォーラム
による提言活動などがそれです。本誌ではそれらについて特集で紹介してありますが、海
洋基本法の制定、行政機構の改革整備、第三期科学技術基本計画への働きかけ、海洋関連
予算の拡充、大陸棚調査の推進などが主な内容です。
私はこれらのいずれの提言内容についても全面的に支持するものであります。
ところで、そうした海洋の政策問題も山積していますが、景気回復が大きく喧伝されて
いるにもかかわらず海洋関連産業は依然として長く厳しい状況が続いており、海洋の産業
問題もまた深刻です。当会の調査によれば、市場形成の主要な源泉である公共投資額の減
少は 10 数年前の水準にまで低下、関連予算の減少傾向が続いているため改善が見込めな
い状況にあります。また、大手企業の海洋関連事業売上高も過去 25 年間の最低記録を更
新しているというのが実情です。
内容説明の部分で触れましたが、わが国政府は、10 年前の直線基線の採用や、昨年の小
泉総理の「海の日」の祝辞、海域も計画対象に取り込んだ国土形成計画法の制定など、高
く評価できる取り組みもあります。しかし、
“海洋産業が元気になる”ためにはなお一層の
政策、施策が不可欠と考えまして、本提言をまとめてみました。法制整備も行政機構の改
革も、何故必要かと言えば、国としての海洋政策の確立と海洋産業の活性化のために他な
らないと言えましょう。そこで、EEZ 政策の策定による海洋産業活性化方策をはじめ、す
ぐにでも着手していただきたい点や他であまり触れられてないが重要と思われる点、
また、
当会で手掛けているプロジェクトのテーマなどを念頭に置いてまとめてみたものです。
海域利用および海洋産業の活性化に向けた論議の拡大、ひいては他の諸提言ともども、
わが国海洋政策の充実にとってささやかな参考の一つにでもなれば、望外の喜びです。
この年頭提言をお示しして、新年のごあいさつに代えさせていただきます。
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EEZ 設定 10 周年にあたって（年頭提言）
～～～海洋産業の活性化に向けて～～～
［政策的提言］
◆総理大臣は、その施政方針演説で「海洋立国としての施策」に 1 章を充て、
そのなかでわが国の「EEZ・大陸棚の財産目録・環境目録づくり」を国家プ
ロジェクトとして掲げ、これを実行すること。
◆国土総合開発法の改正によって制定され、計画事項に「海域の利用及び保全」
が加えられた国土形成計画の策定にあたって、これに海洋・沿岸域の開発・
利用・保全にかかわる中長期の施策や事業、プロジェクト等を多く盛り込ん
で、これらを実施に移すこと。
◆海洋開発関係省庁連絡会議に防衛庁も加えるとともに、海洋技術の研究開発
について、同庁研究開発部門と大学・研究機関ならびに産業界との交流や共
同研究などの連携拡充を図ること。
◆農業に既に導入されている株式会社の参入について、漁業へもその門戸を開
いてわが国沿岸漁業の活性化を図るとともに、漁業権制度の見直しを本格化
させて、海洋・沿岸域利用プロジェクトの円滑な推進を図ること。
◆海洋の科学技術工学・事業化ノウハウの継承のための事業、およびリタイヤ
世代の人材プールと後継者層育成事業を、表裏一体で推進する機関（例：海
洋ものづくり・人材育成機構〔仮称〕
）を産官学の協力のもとに早急に設立
すること。
［プロジェクト提言］
◆再生可能エネルギー利用推進方策および漁業振興をかねた総合海域利用プ
ロジェクト促進のモデルとして「漁業協調型 Offshore Wind Farm」の早期実
現を図る。
◆フィリピン海プレートの中央に位置する沖ノ鳥島周辺海域に、たとえば地球
深部探査船「ちきゅう」を活用して海底掘削を行ない、
「海底ケーブル・ネ
ットワーク観測システム」を配備し、ケーブル陸揚げ施設を整備してこれを
沖ノ鳥島の総合利用プロジェクトの一つとして実施する。
◆沖縄に、東シナ海および北西太平洋海域を対象とし、海洋生物ならびに海洋
生命科学研究をキーワードとした「海洋科学研究・産業振興拠点」を整備す
る。
◆新規建造予定の三次元物理探査船は、国産技術中心で建造する。
◆「高機能巡航型調査観測ロボット（AUV）
」を一定数建造し、わが国の EEZ お
よび大陸棚の各海域に順次配備して、海洋データの蓄積とわが国の海洋管理
の推進に努める。
※次ページ以降に内容説明および付属資料も添えておきましたので、併せてご一読いただ
ければ幸いです。
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EEZ 設定 10 周年にあたって（年頭提言）
～～～海洋産業の活性化に向けて～～～

(内容説明)
［政策的提言］
◆総理大臣は、その施政方針演説で「海洋立国としての施策」に 1 章を充て、そのなか
でわが国の「EEZ・大陸棚の財産目録・環境目録づくり」を国家プロジェクトとして掲
げ、これを実行すること。
････2002 年の日本財団「21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」
、2003 年の当会
の「わが国 200 海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究」での提言、さらに海
洋政策研究財団の昨年末の提言などで、
『海洋基本法』
、
『海洋関係閣僚会議の設置』
、
『海洋
担当大臣および海洋政策統括室の設置』等の提言が相次いでいる。これらについては全面
的に支持するものであるが、いずれも実現までには一定の時間とエネルギーが必要と考え
られる。
そこで、ここでは直ちに出来ること着手してもらいたいこととして、総理大臣が国会に
おける施政方針演説で、海洋国家日本の包括的な海洋政策を重点政策の一つとして掲げる
ことを提言したい。
本提言のタイトルでも記したように、今年はわが国が国連海洋法条約を批准し、EEZ を
設定してから 10 年目にあたる。その当時、わが国は同時に、1977 年の「領海法」を改正
して「領海法および接続水域に関する法律」を制定し、
「直線基線」を採用した。インドネ
シアやフィリピンなどの群島国家は当然これを採用しているが、隣の韓国も朝鮮半島南部
および中国と対峙する西部海域に玉砂利状に散らばる島々を考慮して直線基線を採用して
いる。わが国もまた列島国家であることからこれを採用した。これによってわが国の基線
内側の内水水域が拡大して、内水＋領海の面積は 38 万 km2 から 43 万 km2 に約 13％拡大す
るとともに、へこみ部分を直線にした基線の分だけ EEZ の範囲も外側へ広がった。10 年前
に採用した国のこの海洋政策は、これまであまり大きく取り上げられてはいないが、海洋
に関する国益を最大限に追求した英断として高く評価されてよいであろう。
ところで、現在、EEZを超える大陸棚拡張のための調査が2009年5月の国連の大陸棚限界
委員会への申請〆切を目指して国家政策として取り組まれている。しかしながら、わが国
EEZおよび大陸棚にどれだけの資源が眠っているのか、
どこまで分かっているのかいないの
か、資源が眠っている海洋環境（海水、海底、海底地下、プレート）はどうなっているの
か、国を挙げての取り組みが十分になされているとは言いがたい。
注目を集める東シナ海を例にあげれば、尖閣列島周辺海域については国の海底地質に関
する基礎調査や基礎試錐（試掘に準じたもの）は十分に着手されないまま、いわば空白海
域のままとなっている。したがって、既存調査済み海域も含めて、あらためてわが国EEZ
の包括的調査を国策の柱として取り組むべきであると考える。
＜付属資料－１＞に掲げておいたが、昨年７月の「海の日」に初めて、小泉総理は総理
大臣としての祝辞を発表した。当会では、
「海産研e-mail通信」№8（2005.8.11）で紹介し
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たが、一部の海事関係で報道された以外は一般のメディアではまったく取り上げられなか
った。したがって、海洋関係者の多くは、そして国民のほとんどすべては、この祝辞のこ
とを知らないままだったのではなかろうか。しかしながら、その祝辞のなかでは、わが国
が海洋国家であること、海上交易、水産物供給、鉱物資源、海難、環境といった海洋の課
題を簡潔に述べたうえで、
「私は、海洋国家としての我が国が、これらの解決を目指し、様々
な分野で積極的に貢献すべきものと考えています。
」と明言しているのである。
総理大臣の祝辞が昨年初めて出たこと自体が画期的、いや逆にいえば、今まで出されて
いなかったことの方が極めて不自然であったと言える。というのは、世界的には、1992年
のリオ・デジャネイロでの地球サミット（UNCED：持続的開発の理念が打ち出され、AGENDA21
が採択された）で、6月8日が「World Ocean Day」と定められ、それ以来、世界各国で中
央政府のみならず各地の水族館や地域の市民団体まで、海洋の重要性を国民的に認識する
ための様々な行事が行われている（http://www.worldoceanday.com/参照）。わが国では、
7月に旧来からの「海の日」があるため、こうした海外での動きはほとんど知られていない
が、たとえばアメリカを例にあげれば、大統領が「海の日」に寄せるメッセージを毎年発
表してきているのである。
ともあれ、前例がないことにこだわることなく、小泉総理は初めて祝辞を出して海洋国
家日本としての認識を内外に表明したわけで、これはもっと広く知られるべきであり、高
く評価されてよいであろう。
そこで、ここでは、そうした小泉総理の祝辞に表れた海洋国家としての認識表明を、単
なる祝日における形式的なものにとどめることなく、そこでの内容を具現化する海洋立国
としての政策を、国会における施政方針演説の柱の一つとして打ち出していただきたい。
その具体的な施策としては、国土における土地台帳の作成に相当する「EEZ・大陸棚の財
産目録・環境目録づくり」に取り組むことを打ち出していただきたいと考える。それは、
関係省庁が沿岸域からEEZおよび大陸棚に至るまでの包括的な調査・開発・利用・保全（＝
海を知る、守る、利用する）に積極的に取り組む“道しるべ”となるものであり、各種の
事業やプロジェクト実施およびそのための予算確保の強力な促進剤となるはずである。
いささか俗な表現で気が引けるが、要するに、世界第6位の広さを誇る自国の庭(海)の
構造（環境）がどうなっていて、お宝（資源）はどれくらいあるのか、をきちんと国の手
で調べて把握し、産学官いずれにとっても、いつでも必要な環境保全措置やさらなる科学
調査観測活動、開発利用活動ができるようにしておくことである。
◆国土総合開発法の改正によって制定され、計画事項に「海域の利用及び保全」が加え
られた国土形成計画の策定にあたって、これに海洋・沿岸域の開発・利用・保全にか
かわる中長期の施策や事業、プロジェクト等を多く盛り込んで、これらを実施に移す
こと。
････三全総（1977。沿岸域や海洋開発が初めて記述）
、四全総（1987。沿岸域計画策定の
指針取り組みを明示）
、五全総：21 世紀の国土のグランドデザイン（1998。2000 年の経団
連の提言はこれをなぞって「21 世紀の海洋のグランドデザイン」
）の策定根拠法である国
土総合開発法の改正案が、昨年の国会で成立し、同 12 月に施行された。
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＜付属資料－２＞に示してあるが、この改正法は「国土形成計画法」と呼ばれるもので、
これまでの全総に代わって策定される「国土形成計画」の対象に、
「海域の利用及び保全（排
他的経済水域及び大陸棚に関する事項を含む）
」
、が追加された。EEZ および大陸棚までを
国土に準じて計画対象とするという内容は、国の最上位政策として極めて意義あるもので
あり、10 年前の直線基線の採用、昨年の「海の日」における総理大臣の祝辞と同じく、政
府の採用した海洋政策、法制整備として大いに評価されるべきものと言える。
当会では、同法による計画策定の一環として国土交通省より「広域地方計画における海
域の利用及び保全の方策に関する検討調査」
の委託を受けて実施中である。
それを含めて、
計画検討が既にスタートしており、2006 年（H18）に中間とりまとめ、2007 年（H19）には
策定の運びである。
「全国計画」は閣議決定レベルで基本的方針を示し、
「広域地方計画」
は国土交通大臣の決定で具体的なプロジェクトも含めて策定される予定である。したがっ
て、国の海洋政策における国土交通省の責務がますます重きを成してくるものと言える。
「海域の利用及び保全」のうち、EEZ および大陸棚については、第 1 の提言で触れたよ
うに国家プロジェクトとして取り組まれるべきであろう。他方、利用密度の高い沿岸域に
ついてはおのずから“国土”形成計画の中心となってくるものと考えられ、地方自治体を
含めて「海を知り、守り、利用する」持続的開発のための様々な事業が創出されることを
期待したい。特に中長期的な事業やプロジェクトについては、この計画にきちんとした位
置付けが与えられることが、海域利用の活性化ひいては海洋産業の活性化のうえで何より
の促進剤と考えられる。
われわれ海洋関係団体も、関連自治体、研究機関や大学、産業界等と連携しながら、多
様な具体的テーマを地域ごとに発掘、提案してこれらを取り上げていただくよう、努力す
べきものと考える。
◆海洋開発関係省庁連絡会議に防衛庁も加えるとともに、海洋技術の研究開発につい
て、同庁研究開発部門と大学・研究機関ならびに産業界との交流や共同研究などの連
携拡充を図ること。
････わが国政府の海洋関係の省庁間連絡会議は、現在、次の 3 つがある。
1)「海洋開発関係省庁連絡会議」
（昭和 55 年設置、沖ノ鳥島活用作業部会を平成 5 年設置）
2)「油汚染事件に関する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議」
（平成 7 年初会合）
3)「大陸棚調査に関する関係省庁連絡会議」
（平成 14 年設置、平成 16 年に、
「大陸棚調査・
海洋資源等に関する関係省庁連絡会議」に改組）
＜付属資料－３＞に示したように、防衛庁は 2)、3)の連絡会議には正式メンバーとして
参加しているが、
「海洋開発関係省庁連絡会議」
には入っていない。
今日の情勢を考えれば、
海の安全保障の観点からも、海洋開発関係を担う省庁の一つとして参画すべきではないか
と考える。
同連絡会議が、一般的には「海洋科学技術」関係を主として取り扱うという性格であっ
たとしても、やはり防衛庁の参加がなされるべきであろう。というのは、海洋調査・観測
の分野における防衛庁の活動は、科学技術の面からも相当の質と量で展開されているはず
だからであり、かつ、海洋における地震・津波の検知や沿岸域における防災・減災対策な
どで果たす同庁の役割も重要だからである。
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直ちに正式メンバーたることが困難だとするならば、まずはオブザーバの資格ででも参
加し、わが国の海洋科学技術ならびに海洋の開発・利用・保全の政策遂行の一翼を担うよ
うにすべきである。
防衛庁の参加により、同連絡会議が毎年まとめている関係省庁の海洋科学技術予算なら
びに事業予算の集計に、防衛庁関係の科学技術・研究開発ならびに海洋調査観測関係予算
などを取り込むことも可能となり、一層、国の全体としての予算配分の傾向把握が可能に
なるものと期待される。ただし、安全保障上の観点から、公開可能な範囲でという条件付
となるであろうことは当然のことであり、そのことに異を唱える向きはないであろう。
そして、海洋科学技術、海洋工学に関する先端的な研究開発活動で、同庁研究開発部門
と大学・研究機関ならびに産業界との交流や共同研究などの一層の連携拡充を図ることが、
効率的な海洋科学技術の向上そして海洋産業の活性化に結びついていくものと考える。
◆農業に既に導入されている株式会社の参入について、漁業へもその門戸を開いてわが
国沿岸漁業の活性化を図るとともに、漁業権制度の見直しを本格化させて、海洋・沿
岸域利用プロジェクトの円滑な推進を図ること。
････わが国の海洋、とりわけ利用可能性が高く既存の利用密度も高い沿岸域における各種
のプロジェクト実施にあたっての最大の障壁は、地元漁業者との間の合意形成問題にある
ことは周知の事実である。実害のある場合の補償は別として、金銭による漁業補償につい
ては漁業権放棄の事前同意に関する報奨金のかたちで支払われているケースが多いが、補
償金額の妥当性についての批判も多く、適正な補償のあり方について見直しをするのが適
当と考える。もちろん、全ての沿岸域における海域利用プロジェクトは漁業協調・振興型、
総合利用型として取り組まれるべきであると考える。
他方、漁業とくに沿岸漁業については漁業者人口が 28 万人を割り込んで高齢化が極端
に進行しており、国産水産食料の供給に黄色信号がともっている。これを打破するには、
海域特性や対象魚種、在来漁法や海域の総合的利用等を考慮に入れながらも、他分野にお
ける産業技術を導入して沿岸漁業の活性化を図らねばならない。そのためには、漁業の担
い手集団の拡充・育成が不可欠である。しかし、現行の漁業権制度では漁業権取得が漁業
協同組合員に限定されていること、漁業協同組合への参加資格が制限されていることが障
害となっている。そこで、他産業の民間事業者が積極的に沿岸漁業に参入し、これに活力
を与える道を切り開く必要がある。
既に農業においては、規制緩和の推進にもとづいて株式会社の新規参入を認めている。
水産基本法制定論議の際にも、これに準じて漁業への他資本の参入許可について一定の議
論がなされたものの、具体的な一歩は踏み出されないままである。漁業権制度に関する提
言は、昨年末に相次いだ各種提言ではほとんど触れられていないか、あるいはそれほど重
きを置かれた扱いになっていない。しかしながら、わが国の海洋・沿岸域の開発利用促進
の上では避けて通れない最重要課題であることは、関係方面すべての共通認識であろう。
直ちに株式会社による漁業への参入制度の検討を含めて漁業権制度に関する見直し論
議を公式に開始して、漁業者側との協調、協働の精神にもとづき、安心・安全な国産水産
食料の国民への提供という使命を有するわが国沿岸漁業の健全な発展を図り、かつ、海域
利用プロジェクトの円滑な推進に資するのが適当と考える。
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◆海洋の科学技術工学・事業化ノウハウの継承のための事業、およびリタイヤ世代の人
材プールと後継者層育成事業を、表裏一体で推進する機関（例：海洋ものづくり・人
材育成機構〔仮称〕
）を産官学の協力のもとに早急に設立すること。
････あと数年で団塊の世代がこぞって定年時期を迎えることについては既に世に警鐘が鳴
らされている。これは海洋科学技術、海洋ビジネスの世界においても深刻な問題となるも
のである。そうした時間的問題以前に、海洋ビジネスの世界では実需・実プロジェクトが
極めて少なく低迷状況が続いているがために、企業は優秀な科学者、技術者、研究者、事
業の立案・発掘に従事する人材をいつまで抱えていられるかとさえいえる厳しい状況に陥
ってきているといっても過言ではない。
こうしたなかで、＜付属資料－４＞に示したように、造船業界では共通の技術者養成機
関を設立したが、これは造船業界に限らず、調査観測・土木建設・埋立浚渫・電気電子機
器・水産工学・資源開発など、全ての海洋関連業界が参照すべき格好の対策事例と考えら
れる。
たとえば、海洋石油掘削リグや海洋プラットフォームあるいは特殊海洋構造物・機器の
設計・製造とその工程管理、海域での試運転・慣熟訓練と実際の作業や運用などに携わる
人材が、もともと少ないところに加えて枯渇し始めているのが実情ではなかろうか。
そこで、海洋の科学技術工学・事業化ノウハウの伝承、継承を目的として、国際競争力
の維持、向上、あるいは国内における各種プロジェクトの推進の技術的基盤を維持してい
くための緊急措置が必要ではなかろうか。
そのため、机上演習にプラスして実海域での実験事業あるいは研修プロジェクト等を実
施しながらフィールドでの“ものづくり”を行うことのできる機関、そうした事業を通し
てシニア人材のプールをかねた後継者層育成の機能も果たすような機関として、たとえば
「海洋ものづくりプロジェクト・人材育成機構」
（仮称）とでもいうべきものの設立につい
て、産学官をあげて直ちに検討に着手すべきであると考える。
［プロジェクト提言]
◆再生可能エネルギー利用推進方策および漁業振興をかねた総合海域利用プロジェク
ト促進のモデルとして、
「漁業協調型 Offshore Wind Farm」の早期実現を図る。
････当会では近年、
「漁業協調型 Offshore Wind Farm」の実現化研究に取り組んできてい
る。新エネルギー開発の促進は、地球温暖化対策、CO2 削減対策の上で極めて重要であるこ
とは論を待たない。新エネルギー、再生可能エネルギーのなかで現在最も有力視されてい
るのが風力発電だが、陸上における多数のプロジェクトが進む中でその立地はそろそろ飽
和状態に近づくとともに、遠隔地であるほど洋上立地とのコスト格差は少なくなってきて
いるといえる。にもかかわらず、売電・買取制度などの問題で洋上風力発電プロジェクト
は必ずしも前進が望めない情勢になってきている。
そうしたわが国の現状を尻目に、先進地域であるヨーロッパではドイツ、デンマーク、
イギリスなどで次々と大規模洋上風力発電プロジェクトが推進されつつある。広大な陸上
での立地が優先していて洋上プロジェクトが遅れていたアメリカにおいても、Cape Cod 沖
の大西洋北部海域で大規模計画がスタートしている。隣接国の中国でも急ピッチの動きが
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あり、日本を圧倒するかたちで洋上風力発電プロジェクトが計画されている。たとえば、
上海近くの舟山列島では防波堤付近の浅海域に 2MW×100 基を設置する計画である。
振り返ってわが国では、大規模な洋上風力発電を実施する場合には漁業協調型システム
であることが不可欠であり、かつ、海域総合利用や沿岸漁業振興の観点からもそうした複
合型のプロジェクトが必要である。まして、一定規模の海域空間を占有する Offshore Wind
Farm は、それ自体がいわば水産資源にとっての保護水面あるいは漁業にとっての格好の養
殖・蓄養水面としての性格を兼ね備えることが可能になるわけで、この点を積極的に活用
すべきであろう。
（＜付属資料－５＞を参照）
当会は、わが国初の洋上風力発電を北海道の瀬棚港で実現することに協力した実績を有
するが、風力発電の大規模展開のために、日本版 Offshore Wind Farm の実施を提言するも
のである。その立地を確保するためにも漁業協調型として整備、実現することが肝要であ
る。
新エネルギー開発の関係官庁、沿岸自治体、産業界はもちろんのこと、漁業関係団体に
対してもこのプロジェクト実現に積極的に協力するよう、ここに呼びかけるものである。
◆フィリピン海プレートの中央に位置する沖ノ鳥島周辺海域に、たとえば地球深部探査
船「ちきゅう」を活用して海底掘削を行い、
「海底ケーブル・ネットワーク観測シス
テム」を配備し、ケーブル陸揚げ施設を整備してこれを沖ノ鳥島の総合利用プロジェ
クトの一つとして実施する。
････平成 18 年度予算では日本周辺海域の一部に「海底ケーブル・ネットワーク観測システ
ム」を整備する方向が打ち出されたが、これを大いに歓迎するものである。
「リアルタイム海底ケーブル・ネットワーク観測システム」の整備は地震・津波対策とし
て国民の安全・安心に寄与するのは当然であるが、同時に、海中 3 次元データ収集にも貢
献し、海洋の開発・利用・保全に関する様々なプロジェクト推進の基礎を提供することが
できる。海外でもアメリカでは同様のプロジェクトが ORION、カナダでは VENUS のニック
ネームで進められ、EU においても同様の計画が進行中である。
中長期的には、わが国 EEZ とくに沿岸の主要海域にこの海底ケーブル・ネットワークを
網の目状に整備していくことが国家的目標として設定されるべきだが、同様の趣旨の提言
は、日本経団連、海洋ロマン議連、海洋技術フォーラムからも出されており、本提言もこ
れに積極的に与するものである。
それに加えてここで提言したいのは、沖ノ鳥島での同システムの展開である。沖ノ鳥島
はフィリピン海プレートのほぼ中央に唯一の島として位置している。しかも領土としての
島の保全に加えて EEZ および大陸棚の範囲設定の根拠として、人間の居住と経済的生活の
維持の可能性について一層の明示が必要となっている。
そこで、沖ノ鳥島周辺海域にレーダーチャート状に、たとえば地球深部探査船「ちきゅ
う」を活用し海底掘削をして、海底面のみならず掘削孔にも各種センサーを設置し、これ
を海底ケーブルで結び、沖ノ鳥島のラグーン内部にこれを陸揚げして観測基地機能の強化
を図ることを提案したい。これにより、プレートの動きや海洋構造の解明などの科学デー
タはもちろん漁場形成に関するデータ収集や船舶・潜水艦などの動向把握にも寄与しうる。
ところで、
「ちきゅう」は現在、統合国際深海掘削計画（IODP）での使用に先だって試
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験運用期間中であるが、プレートの形成や挙動ひいては地球の成り立ち解明の手がかりま
で確保できる可能性を秘めている。その意味では、フィリピン海プレートと太平洋プレー
トがぶつかり合うマリアナ海溝およびその周辺の海山でそうした科学掘削を行う意義は大
きいが、同時に沖ノ鳥島周辺海域でも同様の掘削を行って、プレートの境界部と中央部、
そしてプレート表層部の海底と海底地下深部とを相互に連動させて観測することが考えら
れてよいのではなかろうか。
このことは、
「ちきゅう」の活用方策について、単に科学掘削の観点のみならず国家的
政策の観点からの貢献として、その活動の幅を広げるうえで大いに意味のあるものといえ
よう。
つまり、
「ちきゅう」を様々な用途に積極的に活用しよう、というのがこの提言に付随す
る提言でもある。
◆沖縄に、東シナ海および北西太平洋海域を対象とし、海洋生物ならびに海洋生命科学
研究をキーワードとした「海洋科学研究・産業振興拠点」を整備する。
････当会では平成 15 年度から今年度に至るまで 3 年間、
沖縄県からの委託調査事業として
「沖縄県における海洋資源開発及び利用等に関する基本調査」に取り組んでいるが、それ
は、想定される東シナ海の海洋資源開発ひいては広く海洋調査観測・科学研究による沖縄
県への波及効果と関連対策の基礎を明らかにすることを狙いとしたものである。
そのなかで、沖縄周辺海域における各種の海洋関連活動に関する情報収集・提供・受発
信そして関係方面への効率的な情報流通促進機能、および海洋研究教育や海洋関連産業振
興や地域開発に関する支援機能の必要性が示唆されつつある。
その沖縄県においては現在、世界第一級のレベルを追求する大学院大学が実現の緒に着
いた。海洋生物学者でノーベル賞受賞者であるシドニー・ブレナー博士がすでに準備機関
である(独) 沖縄科学技術研究基盤整備機構の理事長に着任している。
大学院大学の内容は
融合領域を対象としているが、その立地特性からして「海洋」を重点テーマの一つとし、
海洋バイオや海洋科学（生命科学研究等）分野で最先端を行く研究機関が形成される可能
性を秘めている。さらに、琉球大学では、かつて国立大学で唯一の海洋学科が理学部に存
在していたもののなくなってからしばらく経つが、現在、海洋生産学部（仮称）の設置構
想が進行中である。また、国際的な地球環境情報の集積発信拠点として国際海洋環境情報
センター（GODAC）が名護市に設置されている。
内閣府の沖縄振興計画（平成 14～23 年度）でも県土利用の基本方向として「海洋の保
全･利用」が掲げられており、県の科学技術振興指針（昨年 8 月策定）でも情報通信、生命
科学、環境、フロンティアの 4 分野を掲げ、生命科学ではバイオ研究、環境では沿岸環境
の保全、フロンティア分野では海洋開発・観測システムの進展が期待、という項目が記さ
れているところでもある。
他方、沖縄県の産業構造は観光産業依存型であるが、その立地特性からして海洋関連産
業の振興は重要課題の一つであり、先端的な海洋研究拠点をエコ・ツーリズムも含めた産
業振興拠点としても整備することが考えられる。上記の海底ケーブル・ネットワークシス
テムの整備についても、沖縄周辺海域は極めて重要な候補海域と考えられる。
以上のように、東シナ海における石油・天然ガス資源の探査・開発、海洋生物ならびに
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海洋生命科学研究やバイオテクノロジー開発、北西太平洋を含めた海洋科学調査・観測、
マリン・ツーリズムなど、あらゆる面で沖縄は海洋に関するわが国の南の重要区域である
ことから、そこに海洋研究・産業振興拠点を整備することを提言するものである。
◆新規建造予定の三次元物理探査船は国産技術中心で建造する。
････平成 17-18 年度の 2 年間の予算で急きょ建造が決まった物理探査船については、今年
度予算の執行が遅れているようであるが、
昨年8月18日の官報掲載の資料提供招請では
「既
存船の改造を含む」と示されており、依然として外国船の購入･改造も選択肢の一つに掲げ
られているようである。
しかしながら、一般に官庁船は国内建造が通例であることや、高性能の三次元物理探査
船としての建造であることから、国内技術の保有、育成などの観点を考慮すると国産技術
中心で建造するのが好ましいと考える。
この点は、政策的提言でもふれた、技術の継承、発展、技術者・研究者の確保、育成の
観点からも考えられるべきであろう。
◆「高機能巡航型調査観測ロボット（AUV）
」を一定数建造し、わが国の EEZ および大陸
棚の各海域に順次配備して、海洋データの蓄積とわが国の海洋管理の推進に努める。
････わが国は海中ロボットとくに自律型の無人探査艇（AUV）については(独)海洋研究開発
機構（JAMSTEC）が開発した「うらしま」や東京大学生産技術研究所による「Ｒ２Ｄ４」等
の技術で世界の最先端を行く。既にその「うらしま」は連続海中運航 300Km 余の世界記録
を達成し、今後は北極圏の海中縦断を目指しているところである。
その優れた海中技術を応用して、わが国の EEZ および大陸棚のすべての海域をカバーす
るべく一定数の高機能巡航型の調査観測ロボット（AUV）を建造、配備して、海洋調査観測
データの蓄積とわが国の海洋管理の推進に寄与させるべきである。
「海底ケーブル・ネットワーク観測システム」は主として沿岸域および特殊事例として
の沖縄や沖ノ鳥島周辺海域を対象に整備されるものであり、広大な EEZ および大陸棚とい
うOpen Oceanの海域についてはむしろこうした移動型のシステムを活用することが適当で
あろう。
」
ところで、(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）では小惑星探査機「はやぶさ（MUSES-C）
を用いて遥か遠くの惑星「いとかわ」の地表サンプルを採取する試みがなされている。と
ころが、足下のわが地球の海洋については、とりわけ深海海底については、必ずしもサン
プルが十分に採取されているわけではない。しかもわが国の EEZ は、4 つのプレートがぶ
つかりあうとともに、＜付属資料－6＞に示すように、水深 4,000m 級以深が全面積の過半
を占め、かつ、水深 5,000m 以深の面積では世界最大の広さを有しているのである。
そうした特徴をもつわが国の EEZ および大陸棚の調査観測には、
多数の洋上基地を設置、
展開していくのが当然望ましいが、この点は、2000 年の日本経団連の提言「21 世紀の海洋
のグランドデザイン」で既に提言が投げかけられているほか、マリンフロート推進機構で
も最近、同様の洋上へリポート基地網の構想を掲げている。また航空機や衛星などによる
上空からの観測という宇宙技術との連携、船舶やブイなど体系的な展開が重要である。
ここではさらに加えて、AUV を順次配備していくことを提言したい。それぞれの海域で
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それぞれの水深別に自動的に海底サンプル等を採取してまわり、同時に各種のデータを収
集するシステムを配備していくことである。このことは、宇宙科学に負けず劣らず、惑星
としての地球の成り立ちや地球環境の解明にとって極めて重要な意義を有するものである。
と同時に、わが国の EEZ および大陸棚の海洋管理、すなわち、財産目録・環境目録づくり
と持続的開発の推進に、多大な貢献もなしうるものであるといえよう。 （了）
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EEZ 設定 10 周年にあたって（年頭提言）
～～～海洋産業の活性化に向けて～～～
（ 付 属 資 料 ）
１．平成 17 年「海の日」に対する小泉純一郎内閣総理大臣のご祝辞
２．国土形成計画法の概要
３．主な海洋関係の関係省庁連絡会議の構成メンバー一覧
４．造船業における技術・技能継承の取り組み
５．Offshore Wind Farm 関連資料
６．日本の EEZ の水深別面積構成比と EEZ 体積世界上位 10 ヶ国、水深別面積上位５ヶ国
１．平成 17 年「海の日」に対する小泉純一郎内閣総理大臣のご祝辞
平成１７年の「海の日」を迎えるに当たり、国民の皆様とともにお祝
いしたいと思います。
我が国は、四方を海に囲まれた海洋国家であり、古来より、豊かな海
の幸を始めとして、人や物の往来など、海の恵みを享受しながら発展し
てきました。資源の乏しい我が国にとって、海は海運により必要な物資
の多くが確保される場であるとともに、海上交易により多くの富をもた
らす場でもあります。
また、海は国民の重要な食料である水産物を安定的に供給する場であ
り、海底に眠る鉱物などの海洋資源に対する期待も大きなものがありま
す。現在、世界の海では、海難事故、海賊、環境汚染などの課題が山積
しています。
私は、海洋国家としての我が国が、これらの解決を目指し、様々な分
野で積極的に貢献すべきものと考えています。
「海の日」は、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を
願う日であります。今年は、沖縄において「海フェスタ」が開催される
とともに、
「海の日」を中心に全国各地で海に関するイベントが多数開
催されています。
海は、我々に、自然の大切さ、厳しさを教えるとともに、憩いの場と
して潤いも与えてくれます。国民の皆様には、
「海の日」を機に、海と
人類との共生に思いを致し、海に対する理解を深め、一層親しんでいた
だきたいと思います。
最後に、海に深く携わってきた海事関係者の皆様の一層の御尽力と御
発展を祈念して私の祝辞とします。
平成１７年７月１８日
内閣総理大臣 小泉 純一郎
（出典：(財)日本海事広報協会 website）
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２．国土形成計画法の概要
１

目的
本法は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総
合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定そ
の他の措置を講ずることにより、国土利用計画法による措置と相まつて、現在及
び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与す
ることを目的とする。

２

国土形成計画
「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全（以下「国土の形成」とい
う 。）を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するも
のをいう。
①

土地、水その他の国土資源の利用及び保全

②

海域の利用及び保全（排他的経済水域及び大陸棚に関する事項を含む 。）

③

震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減

④

都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備

⑤

産業の適正な立地

⑥

交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施
設の利用、整備及び保全

⑦

文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備

⑧

国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成

３

国土形成計画の基本理念
・

人口及び産業の動向その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、

・

①特性に応じて自立的に発展する地域社会、②国際競争力の強化及び科学技
術の振興等による活力ある経済社会、③安全が確保された国民生活、④地球環
境の保全にも寄与する豊かな環境、の基盤となる国土を実現するよう、

・

我が国の国土に関する諸条件を維持向上させる国土の形成に関する施策を、
国内外の連携の確保に配意しつつ、適切に定めること。

・

地方公共団体の主体的な取組を尊重しつつ、全国的な規模で又は全国的な視
点に立って行わなければならない施策の実施その他の国が本来果たすべき役割
を踏まえ、国の責務が全うされること。
＜以下略＞
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「国土計画制度の改革」ポイント
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律

社会経済情勢の変化に適切に対応するため、国土総合開発計画について、
名称を国土形成計画に改め、計画事項の拡充、都道府県等による提案
制度及び広域地方計画の創設等を行った。さらに、国土利用計画、
各大都市圏の整備に関する計画及び各地方の開発促進計画との調整のため
所要の改正等を行った。

国と地方の協働によるビジョンづくり

全国計画
国 土 形 成 計画

全国総合開発計画

国による明確な
国土及び国民生活の姿の提示
（国の責務の明確化）

＋
ブロック単位の地方ごとに、国と
都府県等が適切な役割分担の下、
相互に連携・協力して策定

広域地方計画

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の地方支分部局、
関係都府県、関係政令市、地元経済界等が対等な立場で協議する
場（広域地方計画協議会）を組織

全国計画のみ
国主導の作成
地方の意見を
聴く仕組みなし

計画への多様な主体の参画
・地方公共団体から国への計画提案制度
・国民の意見を反映させる仕組み

開発中心からの転換

計画事項等の
拡充・改変

量 的拡 大
「
開発」基調

成熟社会型の計画

景観、環境を含めた

国土の質的向上
フローの拡大に加え

ストックの活用

有限な資源の利用・保全
海洋利用・国際協調

利便性の向上に加え

国民生活の安全・安心・安定の確保
地域の自立的発展を可能とする国土の形成

※

この他、国土利用計画との一体作成、大都市圏整備に関する計画の合理化、地方開発促進
計画の廃止など、国土計画体系の簡素化・一体化を図り、国民に分かりやすい国土計画へと
再構築した。
（出典：国土交通省国土計画局資料）
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３．主な海洋関係の関係省庁連絡会議の構成メンバー一覧
名

称

海洋開発関係省庁連絡会議

構

成

員

（◎：議長、○：副議長）

◎内閣官房副長官（事務）
、○内閣官房副長官補、

（昭和 55 年 6 月 17 日内閣官房長官決済） ○文部科学省研究開発局長、総務省、外務省、水産庁、資源
（S59.3.9／S59.7.1／S61.7.1／H9.6.26／ エネルギー庁、国土交通省、環境省
H13.1.4 一部改正）

同・沖ノ鳥島活用作業部会

内閣参事官（内閣官房副長官補付）
、総務省、外務省、文部

(平成 5 年 9 月 13 日海洋開発関係省庁連 科学省、水産庁、資源エネルギー庁、国土交通省総合政策局、
絡会議）
（H13.7.17 一部改正）

同省河川局、環境省、厚生労働省（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

油汚染事件に対する準備及び対応に 内閣官房内閣参事官、内閣府政策統括官付参事官（災害応急
対策担当）
、警察庁、防衛庁長官官房施設課環境対策室、同
関する関係省庁連絡会議
（平成７年 6 月 13 日初会合、ナホトカ号 庁運用局運用課、総務省、消防庁、法務省、外務省、文部科
事件、サハリン石油開発対応策検討など 学省大臣官房文教施設企画部施設企画課、同省研究開発局海
で、適宜開催）

洋地球課、厚生労働省、水産庁、資源エネルギー庁、経済産
業省原子力安全・保安院鉱山保安課、国土交通省総合政策局、
同省河川局、同省海事局、同省港湾局、気象庁、海上保安庁、
環境省

＜幹事会構成員＞
大陸棚調査に関する関係省庁連絡会 ◎内閣官房副長官（事務）、
議（平成 14 年 6 月 7 日関係省庁申し合 ○内閣官房副長官補（外政）、 内閣官房内閣参事官、防衛庁
わせ、平成 15 年 8 月 26 日一部改正）

内閣官房副長官補（内政）
、

防衛局調査課長、外務省総合

のち

内閣官房内閣審議官、
防衛庁

外交政策局総務課長、文部科

大陸棚調査・海洋資源等に関する関 運用局長、外務省総合外交政
係省庁連絡会議に改組（平成 16 年 8 策局長、文部科学省研究開発

学省研究開発局海洋地球課

月 4 日内閣官房長官決裁）

局長、水産庁長官、資源エネ

長、資源エネルギー庁資源・

ルギー庁長官、
国土交通省総

燃料部政策課長、国土交通省

合政策局長、海上保安庁長

総合政策局環境・海洋課長、

官、環境省地球環境局長

海上保安庁総務部政務課長、

長、水産庁資源監理部管理課

環境省地球環境局環境保全
対策室長
注 1：アンダーライン表示は、4 つの省庁間連絡会議・部会の共通メンバーであるものを示す。
注 2：大陸棚調査・海洋資源等に関する関係省庁連絡会議は、平成 16 年 8 月 6 日に大陸棚調査に
関するワーキンググループを設置したほか、同年 12 月 27 日に海域調査委員会（内閣官房
＋3 省）
、国連提出情報案作成委員会（同＋4 省）
、国際環境醸成委員会（同＋４省）を設置
している。
（出典：今回、Ship & Ocean Newsletter、№96、2004 年 8 月 5 日／原典：社団法人海洋産業研究
会、2004 年 7 月 15 日作成のものをベースに、内閣府 website などを参考、確認したうえ、
改訂したもの。
）
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４．造船業における技術・技能継承の取り組み
日本造船工業会［造工］と日本中小型造船工業会［中小造工］は、わが国造船業におけ
る若手技術者の技術力向上を図ることを目的に、平成 13 年 4 月より「造船技術者 社会人
教育」事業を推進している。平成 15 年からは、常設機関として「造船技術者 社会人教育
センター」が設置された。これは、産学連携によって運営されており、日本船舶海洋工学
会、日本マリンエンジニアリング学会の協賛の下、講師陣は大学の先生および造船会社の
ＯＢが担っている。
「材料・構造力学」
、
「流体力学」
、
「力学・運動学」
、
「計画学」
、
「造船工
作・生産計画」
、
「機関」の６コースがあり、これまで 577 名の受講生を輩出している。
一方、造船業の技能継承については、
「造船産業競争戦略会議」による「人材育成・技
能伝承への取り組みの必要性」の提言（2003 年 6 月）を契機に取り組みが開始された。平
成 16 年４月に、造工ならびに中小造工、日本造船協力事業者団体連合会［日造協］の三団
体が連携して、中小造工内に「造船技能開発センター」を設置して、新人等研修、専門技
能研修などの支援事業を行っている。現在、若年労働者を対象とした研修を開始している
地域としては、因島地域と今治地域の２カ所であるが、今後、呉地域・大分地域・東日本
地域の３ヶ所が活動を開始する予定となっている。
以下に、上記「造船技能開発センター」の 2004,2005 年度の事業概要について、中小造
工の website から紹介し、同センターのイメージ図も示す。なお、2007 年度までの 4 年間
を、技能継承事業における基盤づくりの第１ステップとして位置付けている。
［2004 年度の機材の整備］
1.研修に関わる教材開発
2.技能継承・研修に関わる教材整備等
［2005 年度の整備］
1．指導者の育成
2．教材の開発、提供
3．新人及び専門技能研修の実施
■造船技能開発センター構想のイメージ図

（出典：(社) 日本中小型造船工業会常務理事立石学、造船業における技能継承への取り組み、海洋政策研究
財団、Ship & Ocean Newsletter、№126、2005.11.5）
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５．Offshore Wind Ｆarm 関連資料

Horns Rev（デンマーク）の Offshore Wind Farm
(出典：http://www.bwea.com/offshore/index.html)

生簀
水質浄化装置

集魚灯

生簀

海藻類

魚礁

電力供給
港湾施設
漁業関連施設

漁業協調型 Offshore Wind Ｆarm のイメージ
（出典：(社)海洋産業研究会、平成 15 年度八戸地域洋上風力発電導入可能整調査報告書、平成 16 年 3 月）
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６．日本の EEZ の水深別面積構成比と EEZ 体積世界上位 10 ヶ国、水深別面積上位 5 ヶ国

日本の EEZ の水深別面積の構成比

200 海里水域の体積上位 10 ヶ国

(順位および数値は特定の条件に基づいたものである)

200 海里水域の水深別面積の上位 5 ヶ国

（出典：1）松沢孝俊、日本の 200 海里水域を体積で見直す、Techno-Ocean News、№18、July、2005。
2)松沢孝俊、わが国の 200 海里水域の体積は？ Ship & Ocean Newsletter、№123、2005 年
9 月 20 日、海洋政策研究財団）
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