
一般講演

「漁港・港湾を活用した水産生物の生息環境保全に関する研究」
　　　

国立研究開発法人土木研究所　寒地土木研究所　寒地水圏研究グループ
水産土木チーム上席研究員　三上　信雄

　ご紹介いただきました水産土木チームの三上といい
ます。本日は、「漁港・港湾を活用した水産生物の生
息環境保全に関する研究」、副題として「環境と調和
した海洋構造物の整備に向けて」ということで一般講
演をしたいと思います（図－1）。
　まず、今日の発表内容についてです。冒頭に所長か
ら話がありましたが、なぜ土木研究所で水産をやって
いるのか、というような疑問があるかと思いますので、
そもそも水産土木チームはどういうことをやっている
のか、ということを簡単に紹介し、その後で、水産土
木チームがどういう研究をやっているのかということ
を、現在やっている研究課題の中からご紹介していき
たいと思っています（図－2）。
　ただし、研究事例については、配付資料には3課題
全ての資料を入れていますけれども、時間が多分足り
ないと思いますので、冒頭の環境共生型沿岸構造物に
関する研究を中心に説明をしていきたいと思っていま
す。
　まず水産土木のチームについてということで、研究
方針や研究事例をご説明します（図－3）。
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図－6

　まずここに、水産土木チームの研究方針を示してい
ます。そもそも、なぜ水産というところです。港湾や
漁港というのは海の中にあり、そういう沿岸構造物に
は、ここのポンチ絵にあるような藻場あるいは魚介類
の産卵場とか保護育成場として、いわゆる自然環境と
調和・共生する機能、そういうものをそもそも有して
います。そういったことから、その藻場や魚類の生息
場・産卵場として、どういった環境条件がいいのか、
という解明、機能評価を行っています（図－4）。

　さらには、後でも説明しますけども、ウニというの
は、ものが揺れる、というような環境ではなかなか近
寄らないということがあります。そこで、人工的にそ
ういうものを造ってやる、さらにはそういった構造を、
実際の構造物に転化させてやって、藻場を増やしてい
こうといったようなことを、これまでやっています（図

－6）。
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　また、沿岸構造物を生息環境として積極的にどのよ
うに活用したらいいのか、というような整備手法も併
せて検討しています。
　さらに、例えば藻場などは、水質とか底質を改善す
る機能がありますので、そういったもので環境を保全
する整備を一体化させることにより漁港・港湾の整備
を推進させる、という観点から土木的なアプローチを
しているということです。言うなれば、水産と土木の
融合ということですね。土木工学的アプローチから、
水産生物の生息環境の保全・創造や、水産資源の維持
増大を目指すといったようなことです。
　これは具体的にこれまでやった研究事例です。例え
ばこれは、ヤリイカが産卵しやすいようなブロックを
作ろう、といったようなこととか、この人工海藻によっ
て、ハタハタが産卵して卵を植え付けやすいような構
造物を造るといったことですね（図－5）。

　続きましては、我々はリサイクルなども考えており、
貝殻を使って底質を浄化してやろうというようなこと
も研究しています。さらには、水深の深いところにマ
ウンドを造ってやって、底層にある栄養塩を上に上げ
ることによって、基礎的な生産能力を上げてやるとい
うこともやっています。またここにありますように、
河川流域の沿岸域のところで流出土砂などが流れてき
ますが、それが漁場環境にどういう影響を及ぼすの
か、そういった研究もテーマとしてやっています（図

－7）。
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　これは、我々が所有している実験装置ですが、海底
の流動を再現できる施設です。ここでは、耐塩水仕様
しているために、生物を使った実験ができます。例え
ばナマコの行動実験、あるいは先ほど言ったハタハタ
の産卵用の人工海藻の実験を行っています。
　ちょっとここで、その実験の様子、現場での様子を
お見せしたいと思います。これが、実際の海ですが、
このような人工海藻を設置した場所、これを動画で
撮っており、実際に人工海藻にハタハタが集まり、産
卵する現象が確認できています。この人工海藻を、で
きるだけ何もないところとか、そういうふうな乏しい
ところに増やしていって、資源を増やすようなことを
取り組んでいます（図－8、図－8（参1））。

　次に、現在取り組んでいる研究課題です（図－9）。
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図－8（参1）
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　現在我々の水産土木チームでは大きく三つの研究課
題を設定しています。一つ目は、自然調和機能を有す
る沿岸施設の維持管理の研究ということで、土木的な
ストマネ手法を活用して、この藻場創出機能の維持管
理、あるいは機能をきちんと保っているかどうかとい
う診断手法を開発しています。
　二つ目は、北方海域の物理環境改変として、日本海
の沖合域で水産庁が整備を進めている直轄漁場整備事
業を念頭に入れて、大規模漁場整備をするためにはど
ういった方法がいいのかということを研究課題として
います。
　さらに三つ目として、河口沿岸域における漁場の環
境保全手法、というふうな形で、森・川・海のつなが
りを踏まえて、どういった環境保全をすれば、二枚貝
が住みやすい環境になるのか、というような研究を
行っています（図－10）。
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　それではまず、中心となります、自然環境調和機能
を有する寒冷地沿岸施設の維持管理手法に関する研究
を説明していきたいと思います（図－11）。

　その低下に対して、どのような対策を行えばいいの
か、あるいは機能がどれだけ維持されているのかとい
うことを、きちんと評価するための手法を研究してい
るところです。具体的には、その機能の維持回復のた
めの技術開発、あるいはその環境変動に対応した維持
管理手法の構築というものを考えています。
　そもそも、自然環境調和機能というのはどういうも
のかということを示した上で、現状でそれがどういう
ような形で変化しているのか、ということをご説明し
ていきたいと思います。さらに、その大きな原因とし
て磯焼けということがよく言われています。その磯焼
けという現象はどういうことかというのを説明し、そ
れに対する機能回復対策というのを提示していきたい
と思います。そして、そういった機能をどのように評
価すればいいのか、という機能診断手法を最後に提示
するというような段取りです（図－13）。図－11

図－10 図－12

図－13

　冒頭に言いましたように、漁港とか港湾の防波堤と
いうものは、その施設的な構造により非常に藻場が生
えやすいとか、魚が住みやすい構造を有しており、そ
ういうのを自然環境調和機能と言っています。そう
いった機能を念頭に、漁港や港湾での防波堤整備を進
めていますが、整備が終わった後、最近の海水温の上
昇や、環境変動によって、当初期待していた機能がな
かなか発揮できない、あるいは低下しているような状
況が見て取れます（図－12）。
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　それを模倣というわけではないですけれども、そう
いった環境を防波堤の周辺で創造してやろうというこ
とです。そういう防波堤を、藻場創出機能付き型構造
物と言っています。その特徴として、通常の防波堤と
いうのは、水深の結構深いところにありますけれども、
その背後を少し高く上げてやって、水深を浅くしてや
る。それによって太陽の光が届きやすくしているわけ
です。あるいは、その水深を浅くすることによって、
波の流れが非常に速くなります。流れを速くすると、
ウニが海藻とかを食べにくい環境になります。流動が
速いとウニはあまり動けないのです。そういう環境を
人工的に創出してやることによって、海藻を生えやす
くしてやろうということです。それによって、この海
藻を、この基質を増やしてやるというふうなことを考
えています（図－17）。

　まず、自然環境調和機能とは、ということです（図

－14）。

図－14
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　これは先ほどのポンチ絵を拡大したもので、防波堤
を簡単に示したものです。こういった背後とか空間が
いろいろありますので、ここに魚が産卵する、あるい
はそこで育つ、というような自然環境調和機能を有し
ているというふうに言われています。我々は、その自
然環境調和機能をより強化させるためには、港湾・漁
港構造物がどうあるべきか、どのような構造にすべき
か、という研究をしているところです。ここでは、幼
稚仔の育成場でもあり、水質浄化機能も有する藻場創
出機能に着目して、ご説明を進めていきたいと思いま
す（図－15）。

　これは防波堤ではなくて、一般的な岩礁域における
藻場の写真を集めたものです。沿岸域においては非常
に貴重な生態系の場でして、いわゆる水産庁が漁場整
備でも非常に重要な場所として考えているところです
（図－16）。

　これは、そのような構造物、防波堤を整備している
北海道の3種、4種の漁港や港湾を挙げたものです。先
ほど言いましたように、海藻着生基質として平面部や
傾斜部を、防波堤に付加してやって、そのような場を
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　ここに、整備してから2年後、3年後、ちょっと飛ん
で10年後の様子を示しています。整備当初は結構、コ
ンブとかそういうのが生えていましたが、10年後、あ
れ、海藻なくなっている、というように、機能という
か効果が小さくなってきているなというような状況が
出てきました（図－22）。

　これは海の中でどうなっているのか、というのを簡
単にイメージしたものです。水深の深いところは流動
が弱く、それに対して水深の浅い場所では流速が大き
いことを示しています。流速が小さいとウニは活発に
活動しますので、水深の深いところではウニがどんど
ん活動して、海藻が育たないことになります。そこで、
できるだけ流速が早くなるような環境を造ることに
よって、ウニがコンブを食べられない環境を造ってや
ろうといったようなことを考えて、構造物を造ってい
るということです（図－19）。

　これは北海道の寿都という積丹半島のほうにある漁
港です。寿都漁港で整備した後、その機能、海藻がど
うなっているのか、というのを追跡調査しましたので、
それをご説明します（図－21）。

増やしてやるといったようなことを進めています（図

－18）。

図－18

図－20

図－21

図－19

　実際にどういうふうな形になっているのか、あるい
はそれを造った後、どうなっているのかというのをご
説明します（図－20）。
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　一般に磯焼けとは、ここにありますように、岩礁域
に形成される大型の海藻群落が長期にわたり枯れて衰
退することを言っており、そうなると、磯根生物や魚
類の漁獲が著しく減少するというようなことで、水産
業にとっては大きな問題です。
　北海道では特に、日本海の南部で顕著でして、コン
ブ場が衰退して、無節サンゴ藻、この写真のような場
所が増えて、ウニが優先してくる。ただ、ウニは増え
ているのですが、ウニの中身がありません。いわゆる
実入りが悪いということで商品にならない、そういう
ような現象が出てきます。
　また、磯焼けの主要因についてですが、先ほど北海
道でウニと言いましたが、西日本の方ではウニとかで
なくて、魚類、アイゴであり、海藻をどんどん食べて
いく魚類が海藻を食べ尽くしてしまうことに原因があ
ります。西日本と北海道が、そういったところで原因
がちょっと違っています（図－26）。

　このような状況がある中で、よくよく調べてみると、
平成21年の海藻がなくなっているところでも、実は、
コンブが増え続けている場所があったのです。それは
どういうところかということをいろいろ調べると、両
者の共通点として、水深が背後小段よりもさらに浅く
なったところで、ウニの生息密度が小さい、というこ
とが確認できました。このように、できるだけ水深を
浅くしてやって、流動環境を速くしてやることが、構
造物的な対策としては重要かなと考えています（図－

24）。

　次に、そもそも藻場創出機能が低下する磯焼けとは
何かということです（図－25）。

　さらに10年後、11年後、12年後と1年ごとに調査し
た結果です。平成20年にはまた復活している、という
ような状況があるにもかかわらず、また21年には小さ
くなっている（図－23）。

図－22

図－23

図－24

図－25
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　これは、水産庁の磯焼けガイドラインの図を示した
ものです。そもそも磯焼けというのは、海藻の生産量
と植食動物の摂食量が、バランスが崩れてしまってい
る状態のことであり、これをうまくバランスを取ると
いうのが対応策として重要だということです。このバ
ランスを正常な状態に戻すのが磯焼け対策の基本スタ
ンスということです（図－29）。

　磯焼けが生じるとどうなるのかということをいくつ
か挙げています。当然のことながらコンブが生えてき
ませんので、コンブ漁の収入が減る。あるいは、そも
そも食べる餌がありませんので、実入りが悪くなるの
で、ウニの漁獲量も減ることになります。また、ニシ
ン、ハタハタの産卵場としての場がなくなってきます
ので、資源量が減るということで、漁業にとっては全
然いいことがないということですね。これを何とかし
ようということです（図－28）。

　その中で、先ほど言った藻場創出機能付加型構造物
というのは、構造的な配慮、土木的なアプローチによ
る対策ということで、構造形式を工夫してやる、ある
いは基質を工夫してやることによって、その育ちやす
い環境をできるだけ造ってやろうということです（図

－30）。

　これが、磯焼けの海を実際に動画で撮ったものです。
ウニは結構ありますけども、海藻が全然生えていませ
ん。このような場がどんどん増えてしまっています（図

－27）。

図－26

図－27

図－28

図－29
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　これは、その対策前と対策後の動画を示しています。
対策前は、このようにアオサとかそうふうようなのが
ありますけれども、大きな海藻群落はできておりませ
ん。その代わりウニが占有してしまっている状況です
（図－34）。

　実際には、まず、本格的に事業をする前に、このよ
うなコンクリートのブロックをいくつか積んでやって、
どのくらいその効果が出るのかというのを検証してい
ます。それがここのグラフですけれども、約1メート
ルの水深以下になると、結構大型のコンブ類が繁茂す
るような状況が出ています。こういったものを目標に、
1メートルくらいが一番適当ではないかということで、
事業を開始しているところです（図－32）。

　これは、事業をした後にモニタリングをした結果で
す。ここにありますように、改良前、いわゆる嵩上げ
前はウニがいっぱいで海藻は全然なかったのですが、
改良後はこんなに海藻が増えています。現在、継続し
て効果の持続性をモニタリングしていますが、今のと
ころこの海藻はそのまま生えているというような状況
が続いています（図－33）。

　これが寿都漁港での計画上の断面図でして、通常の
マウンドよりも高く上げてやって、水深約1メートル、
水面から1メートルくらいのところに基質を設けて
やって、できるだけ流速を速くして、そこではウニが
海藻を食べられないような環境をつくってやる、とい
うことをやっています。
　ちょうど防波堤の背後のところに色が変わっている
ところがありますけれども、ここにこういった構造を
造ってやろうということです（図－31）。

図－30

図－31

図－32

図－33
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　次にこのような、全然生えてないとか生えていると
か、はっきりしたものはいいのですが、その中間とか
そういうときに、これは対策をとるべきだろうか、そ
れともこのままでいいのだろうか、という状態の場合
は悩みます。そういった場合に適用できるような、そ
もそも今、どういうふうな性能状態にあるのか、とい
うのを客観的に評価してやるということが必要だと考
え、我々はその機能診断手法を開発しているところで
す（図－36）。

　そもそもなぜ機能診断が必要なのかということで
す。コンクリートとか陸上構造物の機能保全において
は機能診断を結構するのですが、藻場造成効果が低下
している中で、海藻などの生物系に対しては系統だっ
た要因究明がなされていないため、効果的な対策を実
施されていないのが実態であることが分かっていま
す。このため、整備当初に期待した藻場創出機能の発
現状態をきちんと評価してやることが必要であると
思っています。けれども、生物学的な面からでの評価
手法はまだ未確立でして、そういったところを我々は
何とか提示していこうということです。
　そこで、この機能を保全するために、現状機能の把
握、評価、それから阻害要因特定といったフローによ
る機能診断手法を提示して、その上で対策手法を検討
していくといったような一連の評価体系を考えていま
す（図－37）。

　次にこれが改良後の嵩上げ箇所です。ちょうどこの
辺で大型のコンブとかそういうものが結構生えるよう
になってきています。こういう状況をできるだけ増や
し、核藻場的な働きをさせることで周辺に海藻を増や
して広げていければ、というような構想を描いていま
す（図－35）。

図－34

図－35

図－36

図－37

　これがその機能診断の評価体系です。機能評価、次
にその要因特定、それから対策を取る、というフロー
になっています。最初の段階では機能評価ということ
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　これは要因の特定診断のフローですけども、ここで
はちょっと飛ばさせていただきます（図－40）。

で、陸上では目視中心ですけども、水中でもダイバー
とかそういう潜水で、基本的にできるだけ目視を中心
にやっていくことにしています。そして、簡易調査と
か、重点項目による段階的な評価をすることによって、
機能がどのくらいのレベルかというのを判定するもの
です。
　それらを元に、ＡＢＣＤという、一般的に港湾・漁
港で用いられている健全度、それと同じような4段階
で評価することをしており、その4段階の段階に応じ
て対策を取るといったようなスキームが機能診断の概
念です。いわゆる漁港とか港湾のストックマネジメン
トのアプローチを導入しているということです（図－

38）。�

図－38

図－39

図－40
　これは実際に、診断のためのチェックリストを例示
したものですが、漁港と同じようにＡＢＣＤという4
段階のチェックリストで総合的に判断していくという
ようなアプローチです。この手法も、コンクリートな
どの防波堤ではひび割れなどでグレーディングをやっ
ています。それと同様な手法を導入しているといった
ように考えていただければと思います（図－39）。

　先ほど言った機能診断の手法が、そもそも現場で役
に立つかどうか、ちゃんと評価できるかというのを、
先ほどの寿都漁港で試してみました。
　これが先ほど言ったランク付けの表です。Ａが一番
悪くて、Ｄが健全ということになっています。
　改良前で評価するとＡとＢという評価になってお
り、機能が低下しているという結果であり、現状にあっ
たものとなっています。それに対して、改良後どうな
るのかということです。未改良の方は状況が悪くＡ評
価になっているのに対して、改良した部分は、効果が
出ており、一定程度機能が出ているよ、というＣ評価
となっています。このように、ある程度この場所では
この評価手法が使えるという検証が出たということで
す（図－41）。
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　次、2番目に、北方海域の物理環境改変による生物
生産性の向上に関する研究をご紹介します（図－44）。

　これは阻害要因の特定のための調査です。ここも
ちょっと飛ばします（図－42）。

図－41

図－42

図－43

図－44

　さらに、これはそれらの検討過程をフローチャート
で示したものでして、維持管理フロー図を提案してい
ます。これを今年度マニュアル的に取りまとめて、現
場とかに提案していって、事業に活用していってもら
おうと考えているところです。今後はさらに現地検証
を進めて、先ほど言った項目とか、劣化レベルの指標
を適宜見直しするとか、場所によって、環境によって
違うところもあるかと思いますが、そういったところ
を改善していこうと思っています（図－43）。

　これは、日本海の北部海域のスケトウダラが獲れる
ところなのですが、現状、非常にスケトウダラの資源
が悪化しており、ピーク時の半分以下まで減少してい
ます。そういったところで、海底にマウンドを造って、
海底の栄養塩を上げてやる、あるいは保護育成礁と
言っていますけれども、強制的に漁獲できないように
してやって、親魚や稚魚を守ってやることによって資
源を増やすといったような整備手法が現在進められて
います。それをこの北方海域で、適用できないかどう
かを検討しているところです（図－45）。
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　次に、この五島西方沖、長崎の沖ですが、マアジと
かマサバを対象にしています。先ほど言った湧昇マウ
ンドといって大型な魚礁を設置したところです。これ
もちょっと事例として見てみたいと思います。
　実際に栄養塩が上がるようなところは映像で撮れま
せんので、そのマウンドの周りでどういうふうな現象
が起きているのかというのを見ていただければと思い
ます。マウンドの山の周りにアジやサバとかが群れて
います。やはり魚礁効果という観点からも非常に大き
く、栄養塩を供給するだけではなく、こういったとこ
ろで魚が集まって、そこで増えていくといったような
事業効果もあるということが検証されています。こう
やって見ると、本当に魚が集まっているなということ
がわかるかと思います。こういった現象を北海道日本
海沖でも実現できないかなと考えているところです
（図－46（参2））。

　これは、フロンティア漁場整備事業といって、水産
庁が直轄事業により西日本で整備を進めているところ
の概要を示したものです。これは日本海西部、鳥取島
根沖で、ズワイガニとかアカガレイを保護するための
ものです（図－46）

図－45

図－46

図－46（参1）　保護育成礁 _ズワイガニ

（一財）漁港漁場漁村総合研究所提供

図－46（参2）　マウンド礁 マアジ

（一財）漁港漁場漁村総合研究所提供

　これは、鳥取沖でブロック配置している中で、映像
を撮ったものです。こうしてみると、ズワイガニとか
出てきています。一見、あまりいないじゃないかとい
うふうに見えるかもしれませんけれども、密度的には
これまで全然なかったところに、これだけの量がある
ということで、非常に評価が高くなっています。
　ここにアカガレイとか、ハタハタとかイカとか、そ
ういったものも出てきており、このブロックの内部の
海域に生存しているものです。それがうまく育って
いって、その保護礁の外に出ることによって、資源が
増えていくという現象が出ています。実際に統計を
取ってみると、アカガレイやカニ類の漁獲量が増えて
いるといったような数字が出てきています（図－46（参

1））。
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　ところで、武蔵堆って、なぜ武蔵堆って名前が付い
ているかご存じでしょうか。実は大正14年に、測量艦
大和型「武蔵」、それが測量している中で、武蔵堆、
そういうふうなところを見つけたので、武蔵堆という
ふうな名前が付いたと言われています（図－48）。

　次に、どこを研究対象としているのかということで
す。これは今の二つの漁場整備をやっている箇所を示
したものですが、我々はこの北海道日本海沖の武蔵堆
と言われている、その周辺で、スケトウダラの漁場に
なっている場所で、事業の可能性を検討しています（図

－47）。

図－47

図－48

図－49

図－50

　これは、そこの水深図を示したものでして、この先
端部、この水深を見て分かるように結構浅いです。そ
れに対して、その周辺は水深が100メートルか200メー
トル、非常に深いところ、いわゆる礁というふうな形
になっていて、魚が集まりやすい環境となっています
（図－49）。

　ここで、先ほど言った湧昇マウンド礁とか保護育成
礁を設置すればどうなるのか、という検討を行ってい
るところです（図－50）。

　これは、スケトウダラがどういう動きをするのかを
示したものです。大体この辺で生まれてから、だんだ
ん大きくなると上に上がっていって、最終的に成魚に
なるとこの武蔵堆に落ち着くということです。それで
産卵するときにはまた戻っていくといったような生活
史と言われています。我々はこの成魚になっていると
ころで、産卵するための親魚をできるだけ残してやる
という形、あるいはそこで生活する一番メインのとこ
ろで漁場整備をやったらどうなるのか、ということを
考えているところです（図－51）。
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　そのために、実際の湧昇現象が再現できるようなモ
デルをつくって検証しています（図－55）。

　これは、その武蔵堆周辺に、栄養塩がどうなってい
るのかということを簡単に示したものです。夏と秋、
ここは非常に硝酸塩とかリン酸塩とか、いわゆる栄養
塩というものが非常に不足しており、水産生物が育ち
にくい環境にあるというのが分かりました。そういっ
た時期に栄養塩を人工的に増やすことができれば、基
礎生産量が増大して、もしかすると資源も増えていく、
というような可能性もあると考えています（図－52）。

図－51

図－52

図－53

図－54

図－55

　これは基礎生産量を計算したものです。栄養塩が不
足しているところでその栄養塩を補ってやることがで
きれば、現状の約3倍の、これは漁獲量ではないです
けれども、基礎生産量を増やすことができるというふ
うな結果になっています。現在、その湧昇現象を数値
シミュレーションで再現して、実際の基礎生産量がど
れくらい増大するのか、ということを検討していると
ころです（図－53、54）。 　3番目の研究課題ですが、時間も残り少ないようで

す（図－56 ～ 61）。冒頭に所長がウニとかナマコの話
があるよ、というようなことがありましたのでナマコ
の話の方をしたいと思います。
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　これは現在の研究ではなくて来年度からの次期研究
で、今いろいろ検討している内容です。水産土木チー
ムの今後の展望ということと思ってください。研究課
題名としては直接的ですが、漁港・港湾静穏域を活用
した栽培漁業支援技術に関する研究、ということとし
ています（図－62）。

図－56 図－59

図－57 図－60

図－58 図－61
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　先ほど冒頭でこれまでの研究の話をしましたが、
我々は貝殻礁などを使って、ナマコの生態などを研究
テーマにしていました。
　稚ナマコの育成場として漁港等の静穏域は非常に重
要な場であり、実際に北海道の周辺では漁港とか港湾
に積極的にナマコを種苗放流して、その水揚げを増や
すような努力をしている状況です。
　しかし、実際にナマコの生態に関してはなかなか分
からないところが多く、いわゆる生息環境をどうしたら
いいのかということは、これまで研究が進んでいませ
ん。そこで、我々は来年度から、ある漁港等を対象に
して、そのような生息環境としてはどういう構造がい
いのか、ということを解明していこうと考えています。
　一般に魚の行動を押さえるのに、よく放流タグなど
を付けて、どのように動いていくのかを追っていく、
という方法がありますが、ナマコではそういうタグが
なかなか付けにくいという課題があります。そもそも、
漁港の中、いわゆる漁場でナマコがどういう動きをす
るのかというのが、現状では分かっていません。そう
いった行動特性を、我々の寒地水圏研究グループの中
で、テレメトリーとかそういった追跡技術を持ってい
るチームとの連携により把握していって、どういった
漁港の構造がナマコの生息環境にいいのか、というこ
とを追っていきたいと思っています。
　それからもう一つ、これまで、ナマコの種苗放流効
果というのは、なかなか検証できませんでした。放流
したらどれくらい増えるのか、ということがなかなか
分かりませんでした。その大きな原因の一つが、放流
したナマコと、天然のナマコの区別が付かなかったと
いうことです。そのために、種苗放流したナマコがど
れくらい残っているのか、ということがなかなか分か
らなかったのです。

　近年、漁業者が高齢化しており、沖合から、先ほど
言ったウニとかナマコとか、そういった沿岸の磯根漁
業への転換が進んでいます。さらには日本海では漁業
が疲弊しており、そのための水産業の振興策が重要で
あるというような提言が出ているところです。
　その中の1手法として、栽培漁業を振興させること
によって漁業振興を図ろうということが言われていま
す。特に水産庁では、来年度予算で、漁港をうまく使っ
て、漁港水域を活用してやって、増養殖、ナマコとか
そういうものを増やしてやることはできないのか、と
いうような要求をしています。
　それを踏まえて、我々は漁港の水域をどのように活
用すれば、ナマコなどの魚種、いわゆる種苗放流対象
種を増やすことができるのかということを考えていこ
うと思っています。
　ナマコは、今、海外輸出、特に中国とか香港で非常
に単価が高く、1997年の7倍から8倍に上がっています。
一方で、その輸出量、供給量としましては頭打ち状態
となっています。これは、ナマコを増やす手法という
ものが、確立されていないということが要因にありま
す。こういったことをブレイクスルーするために、漁
港水域を活用できないかと考えているところです（図

－63）。

図－62 図－63
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　ここで、おわりにということになります。
　漁港・港湾の沿岸構造物は多くのストック量を有し
ていて、老朽化対策とかいうことで、補修・改良・更
新が必要になってきます。そのため、効果的かつ効率
的な維持管理や施設の長寿命化が必要なのは当然です
が、せっかく施設がありますので、その施設を生かし
て、どういうことにつなげていくのかということも重
要な課題だと考えています。
　そういった意味で我々は、そこに水産物の生息環境
としての活用を見いだそうとしている、ということで
す。その一手法として、漁港・港湾水域の種苗放流の
場や、水産生物の養殖の場として利用するような積極
的な活用を考えているということです（図－66）。

　それが近年になって、道総研の函館水試の研究者の
方が、ＤＮＡを分析することによってその分類ができ
る技術を開発されました。我々は来年以降、その道総
研と研究を共同することで、その技術を使って、実際
の漁港で、どれだけ種苗したナマコが残っているのか、
放流効果がどれだけあるのかということを解明し、実
際にどのような構造がいいのか、ということを判断し
て、さらにはどういった整備方法がいいのか、という
ことを詰めていきたいと考えています。
　これは、一般的な種苗放流のパターンのフローです。
種苗生産をして、放流して、育成場を造ってやって漁
獲するといった流れです。それがホタテ、アワビ、ウ
ニ、そういったものでは、ある程度一気通貫で技術確
立されているのですが、ナマコについては、種苗生産
以降の技術開発が進んでいない。それを我々は、ＤＮ
Ａ解析によって、どういった種苗放流をしたらいいの
か、どういう環境の場で育てるのがいいのかというこ
とを提示してやることによって、この技術確立をして
いこうと考えています（図－64）。

　具体的には、漁港水域での適性環境の評価技術、例
えば、どういった漁港水域がいいのか、どういった構
造がいいのかということを評価する技術を構築してい
こうと考えています。その上で、増殖礁的な試験礁を
置いて、それでナマコがどれだけ増えていくのかとい
う実証試験を通じて、その効果を検証してやりたいと
思っています。
　さらには、それらをまとめて、整備手法という形で
提示することによって、この整備イメージにあるよう
な、今後の漁港の有効活用の一手法として提案できれ
ばと考えているところです（図－65）。

図－64

図－66

図－65

　今後の展開ですが、水産資源の保護育成の場として、
漁港・港湾の積極的な活用、あるいは北海道周辺海域
の環境の保全創造に向けた研究を、取り組みを続けて
いきたいと考えています。
　以上で私の発表を終わりにしたいと思います。どう
もありがとうございました。
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