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 釧路港島防波堤は全国に先駆け、エコポートモデル事業の認定を受け、水生生物協調型防波

堤として整備を進めている。本施設は、堤体幅の低減によるコスト縮減と盛土上に設置する起

伏工による藻場造成を目的に堤体背後に盛土を構築している。藻場造成はまず先行して100mを

実証試験区間として平成17年度までに整備している。本報文では10年間における藻場の繁茂状

況や水生生物の生息状況、さらに背後盛土の今後の利用展望について報告する。 
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1. はじめに 

近年、港湾・漁港構造物において静穏度の確保や船舶

の航行安全という本来の目的に加えて、良好な環境を保

全し、自然環境と調和する機能を付加することが求めら

れている1)。特に、良好な海域環境を創造するにあたり、

海洋生物の産卵場や索餌場あるいはそれ自体が水質浄化

機能を持つ藻場機能の導入が推進されている。平成に入

り港湾局は、港湾環境政策としてエコポートモデル事業

制度を創設した2)。近年では、官学民や地域関係者等の

多様な主体の連携によって、港湾の自然再生を図るため

に生物共生型港湾構造物の整備が推進されており、平成

26年7月に「生物共生型港湾構造物の整備・維持管理に

関するガイドライン」が取りまとめられた3)。 

釧路港では、平成10年6月に環境配慮型防波堤として、

島防波堤がエコポートモデル事業として認定され、整備

が進められている（図-1参照）。具体的には、静穏度の

確保や船舶航行の安全運航という防波堤の本来の機能に

加えて、浚渫土砂を再利用した背後盛土を造成し、越波

による伝達波の低減、浅場での藻場の創出等の機能を付

加することで、さらに本体ケーソン部の補強によるコス

ト縮減が期待できる計画である（図-2参照）。このよう

に島防波堤事業では、Ecology（環境配慮効果）と

Economy（経済的効果）の両者を併せ持つECO2ポートづ

くりを推進している。島防波堤の背後盛土部の藻場部で

は、平成17年12月に実証試験区間として100m完成してお

り、その翌年からモニタリング調査を実施している。 

本報文は、完成後10年間における藻場の繁茂状況や水

生生物の生息状況、さらには背後盛土の今後の利用展望

について報告するものである。 

 

 

図-2 釧路港エコポート事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 釧路港島防波堤位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 釧路港エコポート事業 

 

2. 釧路港島防波堤の概要 

(1) 島防波堤の構造 

釧路港島防波堤は、西港区の沖合約3kmに整備されて

いる防波堤であり、平成27年現在、計画延長2,500mのう

ち、1,700mが供用されている。 

島防波堤

釧路港西港区

図-3 島防波堤の標準断面図 
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起伏ブロック設置区域

A

B C

D

島防波堤

E

藻場調査

緯度 経度

A 42°58′49.0″ 144°18′10.3″

B 42°58′52.2″ 144°18′10.3″

C 42°58′52.2″ 144°18′5.9″

D 42°58′49.0″ 144°18′5.9″

E 42°58′4.6″ 144°21′44.6″

対照区

図-3に示すように、島防波堤背後盛土は、越波の減衰

範囲を考慮し、打込部31.5mと海藻を繁茂させる藻場部

60.0m、その接合部8.5mに大別される。打込部では、水

深－15m程度の砂地盤から－7mまで浚渫土砂で嵩上げし、

中割石（水深－6m）で被覆し、越波対策として被覆ブロ

ック（水深－4m）を設置している。一方で、藻場部では、

打込部と同様に水深－15m程度の砂地盤から－5mまで浚

渫土砂で嵩上げし、雑割石、大割石（水深－3m）で被覆

し、起伏工（ブロック天端高－1m）を設置している4)。 

 

(2) 藻場部起伏工の選定経緯 

 藻場部起伏工を選定するにあたり、耐波安定性、伝達

波の低減、藻場の創出といった機能を有する必要があり、

これらの機能を満たす起伏ブロック形状およびその配置

について広く公募した。公募後、それぞれの起伏ブロッ

クが所定の機能を満足しているか否か実証実験を行い、

その可否について判断している。特に藻場造成機能の可

否は現地において確認する必要があり、100m区間を試験

施工区間として実施している。 

 図-4、5に藻場調査位置図および試験施工区間平面図

を示す。選定ブロックはAブロック～Dブロックの4種類

で、試験施工区間に15m間隔でブロックを設置し、対応

する測線を設けている。なお、中央部は漁船の航行可能

な水深を確保しており起伏工は設置していない。各測線

の起伏ブロックの形状寸法および特徴は表-1で示す。 

 

3. 調査内容 

 調査期間は、平成18年度からの10年間で、主に6～7月

に藻場の繁茂状況や水生生物の生息状況の調査を実施し

ている。 

 図-5に示すように、測線1～5（１測線長100m）に目盛

り付きのロープを設置し、潜水技師により生息する海藻

類を目視観察および水中カメラ撮影を行い、海藻類の種

類、被度を確認した。また、調査位置図に示す35箇所で

調査枠（0.5m×0.5m）を設置し、枠内を目視観察および

水中カメラ撮影を行い、海藻類の種類、被度を把握した。

また、枠取りを行い、海藻類毎に湿重量を測定した。藻

場生物（動物）についても同様の測定を行った。 

 

図-4 藻場調査位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 試験施工区間平面図 

 

表-1 起伏ブロックの形状寸法と特徴等 

 

 

 

 

 

 

 

釧路港　西港区　島防波堤

打ち込み部
(水深 D.L. -4.0m)

100m

90m

80m

70m

60m
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40m

30m

20m

10m

ケルプエックスブロック

エコリーフブロック ブレスロックブロック
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64個

56個 64個

33個

60.0m

8.5m

31.5m

凡　　　　　　　　　　例

0m

ライントランセクト調査：起伏ブロック

ライントランセクト調査：ビーハイブブロック・割石

ビデオ撮影区間

白糠側釧路側
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Aブロック

Bブロック Cブロック

Dブロック

図-3 島防波堤の標準断面図 

測線1 測線2 測線4 測線5
外 輪 寸 法 2.5500×2.5500m 3.6000×2.7000m 2.7300×2.7300m 4.0000×4.0000m

占有面積 6.5025m2 9.7200 m2 7.4529 m2 16.0000 m2

着生部位
の表面積

0.5100m2 0.5000 m2 1.2341m2 1.6773 m2

特 徴
コンブ科の海藻が着
生しやすい突起を埋
め込んだブロック

中央にエコ消波板で
仕切られた中空のブ
ロック

天端や4隅に突出した
部位にエコベストを埋
め込んだブロック

産業副産物を利用し
たリサイクルブロック
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4. 調査結果 

(1) 藻場生物（植物）  

a) 被度の経年変化 

 平成18年度から平成27年度までの測線毎の根回り被度

および葉体被度の経年変化を図-6、7に示す。経年変化

は、各測線の調査箇所(6箇所)で被度を求め、その平均

を代表値としてグラフに示している。 

 調査期間を通して、全ての測線で被度の年変動が激し

いことがグラフより示されている。根回り被度では、特

に測線3以外において、平成21年度に急減し、平成22年

度には急増している。調査箇所別に見ると、平成21年度

では測線2のA3が最も高く29%の根回り被度であった。一

方で、平成22年度では測線4の調査箇所A5が最も高く95%

の根回り被度であった。 

 葉体被度では、根回り被度と同様に平成21年度に急減

して以降、平成27年度まで増加していることがグラフよ

り示されている。特に平成27年度は10年間を通して、測

線3を除いて最も葉体被度が高くなっており、測線1の調

査箇所A4では175%であった。一方で、葉体被度が高かっ

た平成25年度や平成27年度の根回り被度を見ると、全測

線で、小さい値を示している。これは、スジメ等の葉の

大きい植物が優占種として出現しためだと考えられる。 

測線別では、測線1、4の根回り被度、葉体被度は共に

似た傾向を示しており、根回り被度では、平成22年度に

増加した以降、減少に転じている。一方葉体被度では、

平成21年度に減少した以降、増加を続けている。測線2、

5では、前年の被度が高い(低い）場合、次年が低く(高

く)なるという増減の繰返しの傾向を示している。 

次に平成18年度から平成27年度までの藻場全体の種類

毎の根回り被度および葉体被度の経年変化を図-8、9に

示す。海藻類については、緑藻綱、褐藻綱、紅藻綱で分

類しており、綱別の種類や写真を表-2に示す。 

調査期間を通して、根回り被度および葉体被度共に、

褐藻綱が大きな割合を占めている。また、平成23年度以

降では根回り被度はそれほど高くないものの、葉体被度

は高い傾向を示している。このことからも、平成23年度

以降、スジメ等の葉の大きい植物が優占種として占めて

いることを示唆している。 

 

表-2 綱別の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度では、全体の根回り被度が37%程度と最

も高く、そのうち褐藻綱が9割程度占めている。同年

度の葉体被度と他年度を比較すると低く、その中で褐

藻綱は30%程度であった。これは、ウガノモクやウル

シグサといった比較的葉の小さい褐藻綱が多かったた

めであると考えられる。 

 

図-6 区域内の根回り被度 

 

図-7 区域内の葉体被度 

 

図-8 綱別の根回り被度 

 

図-9 綱別の葉体被度 

綱 緑藻綱 褐藻綱 紅藻綱

具体的な種 アナアオサ

ウルシグサ
スジメ
アイヌワカメ
ガッカラコンブ
ナガコンブ
カラフトトロロコンブ
ゴヘイコンブ
ウガノモク　　　　　　等

フイリタサ
オキツバラ
アナダルス
クシベニヒバ
ツカサノリ属
ハケサキノコギリヒバ
コノハノリ
カシワバコノハ　　　等

写真

＜アナアオサ＞ ＜スジメ＞ ＜オキツバラ＞
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b) 海藻現存量の経年変化 

平成18年度から平成27年度までの各ブロック毎

(15m×60m)の海藻現存量の経年変化を図-10に示す。 

 10年間を通して、年変動が激しいものの傾向とし

ては概ね同様である。平成20年度に急増し、平成21

年度から平成24年度にかけては、測線毎に各々増減

するが、平成25年度に全ての測線で減少する。その

後、平成25年度から平成27年度にかけて増加してい

る。特に、平成20年度と平成27年度に海藻現存量が

高くなり、平成20年度では、ナガコンブ等のコンブ

類が全体の約7～8割、平成27年度では、スジメやウ

ガノモクが9割以上占めた。特に平成27年度のBブロ

ックが平成26年度から急増している。これは、他と

比較してウガノモクが大量に繁茂しており、全体の

半分以上を占めたためである。 

一方で、平成25年度の海藻現存量が低いが、これ

は平成23年度より優占種であった単年藻のスジメの

優占率が低下してきた一方で、他の海藻が出現し始

めた変遷時期であったため海藻現存量が低下したと

考えられる5)。 

 

c) 優占種・多様度指数の経年変化  

 平成18年度から平成27年度までの測線別優占種の

経年変化を表-3に示す。 

 10年間を通して、モニタリング調査開始直後の平

成19年度から平成21年度までは、ナガコンブを始め

とするコンブ類が大半の測線で優占種として生育し

ている。一方で、平成23年度以降では、スジメを中

心としたコンブ類以外の褐藻綱の生育が目立つ。 

次に、平成18年度から平成27年度までの測線別の

多様度指数を図-11に示す。多様度指数とは、種の

豊富さおよび種の均等さを示す指標である。各種が

地点毎の総湿重量に占める割合をSimpsonの多様度

指度指数(D)に代入して算出した6)。なお、Simpson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の多様度指数は1に近い程多様性が高く、0に近い程、

多様性が低い。算出方法は式(1)示す通りである。 

 


2

1 iPD         (1) 

D：Simpsonの多様度指数 

Pi：第 i 番目の種に属する湿重量の割合 

 

10年間を通して、平成18年度、23年度、27年度で

多様度指数は低い値を示している。平成23年度と27

年度では、表-3より多くの測線でスジメが8割以上

の優占率を占めている。そのため、藻場に生息する

種に偏りが生じ、多様度指数が低下したと考えられ

る。前述の通り、単年藻であるスジメは平成23年度

に優占種であったが、それ以降優占率が低下し、他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 種名 優占率(%) 種名 優占率(%) 種名 優占率(%) 種名 優占率(%) 種名 優占率(%)

H18 コンブ属 98.8 コンブ属 98.0 コンブ属 96.5 コンブ属 98.9 コンブ属 96.8
H19 ナガコンブ 98.9 ナガコンブ 94.8 ガッカラコンブ 71.9 ナガコンブ 79.1 ナガコンブ 53.5
H20 ナガコンブ 34.4 その他コンブ 49.7 その他コンブ 62.7 その他コンブ 41.9 その他褐藻 45.8
H21 ナガコンブ 42.6 ナガコンブ 42.7 紅藻綱 89.1 その他褐藻 57.6 ナガコンブ 58.3
H22 ナガコンブ 37.3 その他褐藻 36.4 紅藻綱 84.7 その他褐藻 52.3 その他褐藻 48.1
H23 スジメ 96.2 スジメ 90.7 - - スジメ 95.0 スジメ 95.6
H24 スジメ 73.9 スジメ 72.1 ウルシグサ 19.0 スジメ 88.3 スジメ 96.9
H25 スジメ 55.1 ウガノモク 54.6 ウルシグサ 26.5 スジメ 58.5 スジメ 80.9
H26 アナアオサ 53.5 アナアオサ 74.0 クシベニヒバ 41.2 アナアオサ 30.9 スジメ 62.3
H27 スジメ 83.8 ウガノモク 51.8 オキツバラ属 47.8 スジメ 85.3 スジメ 98.6

緑藻鋼 コンブ類 スジメ その他褐藻 紅藻綱

測線1 測線2 測線3 測線4 測線5

表-3 測線別優占種の経年変化 

図-11 多様度指数の経年変化 

※ H18コンブ属は、全ての褐藻綱、H20 その他コンブは、ナガコンブ以外のコンブ類 

  H20～H22 その他褐藻は、アイヌワカメ、ナガコンブ、その他コンブ以外の褐藻綱 

  H23の測線 3では計測していない 

図-10 海藻現存量の経年変化 
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の海藻が出現し始めた変遷時期である平成25年度か

ら26年度にかけて多様度指数は増大した。しかし、

27年度に再びスジメが優占種として出現し、多様度

指数は低下した。このように、多様度指数は生物の

繁殖状況により周期的に変化することが推察される。 

 

(2)藻場生物（動物） 

a) 種類数の経年変化 

平成18年度から平成27年度までの藻場動物の種類

数の経年変化を図-12に示す。調査期間を通して、

全測線において、出現種類数は平成23年度に一旦減

少するが、平成24年度まで増加を続け、その後減少

に転じている。最も出現種類数が多かった平成24年

度では、測線1で合計75種類の藻場動物が観測され

ており、内訳としては、節足動物22種類、環形動物

19種類、軟体動物16種類、刺胞動物6種類、苔虫動

物5種類、原索動物3種類、海綿動物、扁形動物、紐

型動物、星口動物が各1種類であった。 

 

b) 優占種の経年変化 

 平成18年度から平成27年度までの測線別優占種の

経年変化を表-4、5に示す。優占種は、出現個体数

と湿重量の2通りで算出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4より個体数では、平成19年度から平成22年度 

までは、軟体動物のキヌマトイガイが優占種として

確認されたが、平成24年度から平成27年度では、そ

れ以外に節足動物 のIschyrocerus属やワレカラ属が

優占種として確認されるようになった。 

 表-5より湿重量では、測線3に棘皮動物のエゾバ

フンウニが優占種として確認されており、平成26年

度、平成27年度では優占率が90%以上であった。平

成19年度から平成22年度までは、測線3以外で、海

綿動物が大半の測線で優占種として確認されたが、

平成24年以降では、原索動物のマンジュウボヤ科や

棘皮動物のエゾバフンウニが優占種として確認され

ている。優占種の写真を表-6に示す。 

 

5.  考察 

(1)藻場生物（植物・動物） 

 平成18年度から平成27年度までの島防波堤背後盛

土部の藻場部における海藻の繁茂状況や水生生物の

生息状況等について考察する。 

海藻の繁茂状況については、10年間を通して、海

藻の被度や現存量は年により変動するものの、多く  

図-12 出現種類数の経年変化 

表-4 藻場生物（動物）の優占種（個体数） 

表-5 藻場生物（動物）の優占種（湿重量） 

表-6 優占種の写真 
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出
現
種
類
数 ※H23測線3は出現種類数の計測なし

キヌマトイガイ（Hiatella orientalis ） ワレカラ属.（Caprella spp. ）

Ischyrocerus属（Ischyrocerus sp .） エゾバフンウニ(Strongylocentrotus intermedius )

年度 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%)

H18 - - - - - - 軟体動物 チヂミボラ 90.1 軟体動物 チヂミボラ 100.0 軟体動物 チヂミボラ 100.0
H19 海綿動物 - 53.3 海綿動物 - 64.2 海綿動物 - 47.1 節足動物 - 64.3 節足動物 - 50.1
H20 海綿動物 不明種 84.6 海綿動物 不明種 72.0 棘皮動物 エゾバフンウニ 35.3 海綿動物 不明種 46.1 海綿動物 不明種 45.9
H21 海綿動物 不明種 54.4 海綿動物 不明種 37.7 棘皮動物 エゾバフンウニ 69.7 海綿動物 不明種 38.9 軟体動物 キヌマトイガイ 26.1
H22 海綿動物 カイメン 72.6 海綿動物 カイメン 59.2 棘皮動物 エゾバフンウニ 84.1 原索動物 アカボヤ 26.9 棘皮動物 エゾバフンウニ 34.3
H23 - - - - - - - - - - - - - - -
H24 原索動物 マンジュウボヤ科 38.6 節足動物 ワレカラ属 43.4 棘皮動物 エゾバフンウニ 19.7 原索動物 マンジュウボヤ科 29.6 原索動物 マンジュウボヤ科 69.1
H25 棘皮動物 エゾバフンウニ 36.7 節足動物 ワレカラ属 28.8 棘皮動物 エゾバフンウニ 75.8 棘皮動物 エゾバフンウニ 76.6 節足動物 ケブカホンヤドカリ 41.8

H26 棘皮動物 エゾバフンウニ 32.0 苔虫動物
オカダモングチコケ

ムシ 39.8 棘皮動物 エゾバフンウニ 93.9 海綿動物 イソカイメン科 46.8 海綿動物 イソカイメン科 34.4

H27 原索動物 マンジュウボヤ科 41.4 原索動物 マンジュウボヤ科 62.7 棘皮動物 エゾバフンウニ 95.5 原索動物 マンジュウボヤ科 56.5 棘皮動物 エゾバフンウニ 82.3

節足動物 軟体動物 棘皮動物 海綿動物 原索動物 苔虫動物

測線1 測線2 測線3 測線4 測線5

年度 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%) 動物 種名 優占率(%)

H18 - - - - - - 軟体動物 チヂミボラ 88.2 軟体動物 チヂミボラ 100.0 軟体動物 チヂミボラ 100.0
H19 節足動物 - 54.6 節足動物 - 77.8 軟体動物 - 51.1 節足動物 - 95.5 節足動物 - 93.0
H20 軟体動物 キヌマトイガイ 77.2 軟体動物 キヌマトイガイ 64.7 軟体動物 キヌマトイガイ 96.3 軟体動物 キヌマトイガイ 82.1 軟体動物 キヌマトイガイ 87.2
H21 軟体動物 キヌマトイガイ 77.3 軟体動物 キヌマトイガイ 83.4 軟体動物 キヌマトイガイ 85.8 軟体動物 キヌマトイガイ 87.6 軟体動物 キヌマトイガイ 80.5
H22 軟体動物 キヌマトイガイ 76.4 軟体動物 キヌマトイガイ 50.9 棘皮動物 エゾバフンウニ 30.4 軟体動物 キヌマトイガイ 43.0 軟体動物 キヌマトイガイ 56.3
H23 - - - - - - - - - - - - - - -
H24 節足動物 ワレカラ属 43.4 節足動物 ワレカラ属 65.6 節足動物 Ischyrocerus属 57.8 節足動物 Ischyrocerus属 31.0 節足動物 Ischyrocerus属 34.0
H25 節足動物 ワレカラ属 59.5 節足動物 ワレカラ属 60.7 節足動物 ワレカラ属 75.6 節足動物 ワレカラ属 31.8 節足動物 カマキリヨコエビ属 42.6
H26 軟体動物 キヌマトイガイ 58.6 軟体動物 キヌマトイガイ 29.8 軟体動物 裸鰓目 30.8 軟体動物 キヌマトイガイ 52.9 節足動物 Ischyrocerus属 44.8
H27 軟体動物 キヌマトイガイ 49.8 軟体動物 キヌマトイガイ 51.5 棘皮動物 エゾバフンウニ 61.5 軟体動物 キヌマトイガイ 31.8 節足動物 Ischyrocerus属 29.8

測線1 測線2 測線3 測線4 測線5
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の海藻が繁茂し、多様性も確保されていることが確

認された。一般的に良好な藻場は、葉体被度が100%  

程度であり、かつ根回り被度が20～30%程度と言わ

れている。調査期間では、条件を満たした年度は存

在しなかったが、平成20年度（葉体:83%、根回

り:26%）と平成24年度（葉体:87%、根回り:24%）で

は、良好な藻場に近い被度であった。特に平成20年

度では、海藻現存量（藻場全体で約13t）や多様度

指数(約0.5～0.7)共に大きく、ウニの好むコンブ類

が優占種として現れており、非常に良好な藻場が形

成されていた。 

水生生物の生息状況については、10年間を通して、

節足動物や軟体動物を中心に多くの水生生物が観測

された。特に平成24年度に最も出現種類数が多く、

75種類を観測した測線が存在した。具体的な水生生

物では、測線3を中心にエゾバフンウニが優占種

（湿重量）として、全測線で軟体動物のキヌマトイ

ガイや節足動物のIschyrocerus属やワレカラ属が優占

種（個体数）として観測された。 

また、藻場に生息する魚類としては、アイナメ科

やタウエガジ科、カジカ科、イソバテング、ホカケ

アナハゼ等が観測された（表-7参照）。 

 

表-7 藻場の生息魚類 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、10年間における藻場生物の変遷について考

察する。平成19年度から平成22年度までは、コンブ

類が優占種として大半の測線で現れているが、平成

23年度以降は単年藻であるスジメが優占種として藻

場を独占する。これは、多年藻であるコンブ類が枯

死流出した時期とスジメ等の着生時期が重なるため

であると考えられる。単年藻であるスジメは、平成

23年度に優占種であったが、それ以降優占率が低下

し、他の海藻が出現し始め、平成25年度から26年度

にかけては変遷時期となった。そのため、平成26年

度にはアナアオサが優占種として新たに出現するも

のの、アナアオサもスジメ同様単年藻のため、平成

27年度には再びスジメが優占種として出現すること

となった7)。このように、10年間を通して、藻場生

物は周期的に変遷していくことが確認された。 

 

 

 

（2）背後盛土の今後の利用展望 

 平成26年7月より釧路市漁業協同組合では、島防

波堤を活用したウニ養殖の試験事業として「ウニ地

撒き放流試験事業」を行い、ウニ種苗を背後盛土部

打込部へ放流した8)。また、平成27年9月より同様箇

所において、ウニ養殖試験事業の一環として、固定

式養殖篭（10基）と垂下式養殖篭（3基）を設置し、

ウニの生育状況等の調査を行っている。 

今後はウニの生育状況を確認しつつ、試験出荷も

視野に入れながら、将来的には更なる利活用が期待

されている。 

 

5. 終わりに 

 本報文では10年間における藻場の繁茂状況や水生

生物の生息状況、さらに背後盛土の今後の利用展望 

について報告した。その結果、藻場の繁茂状況では、

10年間を通して、海藻の被度や現存量は年により変

動するものの、多くの海藻が繁茂し、多様性も確保

されていることが確認された。また、水生生物の生

息状況では、平成24年度に最も出現種類数が多く、

75種類を観測した測線が存在した。今後の利用展望

としては、現在ウニ養殖の試験事業が展開されてお

り、今後も全国に先駆けたエコポートモデル事業と

して推進していくための取り組みが期待される。 

 これらを踏まえ、引き続き、島防波堤背後盛土の

藻場生物の繁殖を注視しつつ、生物共生型港湾構造

物として整備を進めて参りたい。 
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