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 沿岸構造物によって形成される静穏域や構造物自体は、水生生物の保護育成機能を有してい

る。この機能を強化し、積極的に港湾・漁港などの整備に反映させることを目的として、2017

年 5 月に「寒冷地における沿岸構造物の環境調和ガイドブック」が刊行された。本報告は、こ

のガイドブックに基づき、「自然環境調和型沿岸構造物」に関するこれまでの研究成果および

課題について報告するものである。 
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1. はじめに 

 

港湾・漁港等の沿岸構造物によって形成される静穏域

や構造物自体が、水生生物にとって良好な生息空間とな

っていることが経験的に知られている。水産資源の安定

的な確保は重要な課題であり、この沿岸構造物の持つ水

生生物の保護育成機能をより強化し、積極的に港湾・漁

港などの整備に反映させていくことが期待されている。 

これに対し、2017年5月に、北海道開発局および北

海道監修の下、（一社）寒地港湾技術研究センターより

「寒冷地における沿岸構造物の環境調和ガイドブック」
１）が刊行された(写真-1)。これは、北海道開発局監修の

下、1998年10月に刊行された「寒冷地における自然環

境調和型沿岸構造物の設計マニュアル－藻場・産卵機能

編－」２）を受け、その後の研究成果に基づく新たな知

見を追加して「自然環境調和型沿岸構造物」の整備にあ

たっての検討手順、施工事例及び整備後の機能維持手法

等をガイドブックとして取りまとめたものである。 

本報告では、この「寒冷地における沿岸構造物の環境

調和ガイドブック」（以下、「ガイドブック」という）

に基づき、「自然環境調和型沿岸構造物」に関するこれ

までの研究成果および課題について報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 左：自然環境調和型沿岸構造物の設計マニュアル２） 

右：沿岸構造物の環境調和ガイドブック１） 

2．ガイドブックの構成 

 

(1)「自然環境調和型沿岸構造物」の定義 

沿岸構造物周辺には、図-1に模式的に示すような多様

な機能がある。これらの機能が発現できるよう周辺海域

の自然環境を改善あるいは創出するよう整備されたもの

を「自然環境調和型沿岸構造物」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 沿岸構造物における「自然環境調和」の概念 

 

(2)ガイドブックの構成 

ガイドブックでは、上記で定義した「自然環境調和型

沿岸構造物」のうち、北海道において一定の知見が得ら

れている「藻場創出機能」「産卵場創出機能」、及び静

穏域の「環境改善機能と高度利用」について記述してい

る。また、北海道における施工事例を抽出し、それぞれ

の詳細な情報を取りまとめている（表-1）。 

 

表-1 ガイドブックの構成 

章 題 目  

第1章 総 論 

第2章 藻場創出機能 

第3章 産卵場創出機能（ﾔﾘｲｶ､ﾊﾀﾊﾀ） 

第4章 環境改善機能と高度利用 

第5章 施工事例に見る成果と課題 

知見を追加 
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3．藻場創出機能 

 

(1)藻場創出機能の検討の流れ 

藻場創出機能の検討の流れを図-2 に、藻場の持つ機

能を表-2 に示す。目標とする藻場の機能によって海藻

の種類や施工方法等が異なることから、計画の段階で目

標を設定し、付加する藻場の機能を明確化した上で検討

を行うことが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 藻場創出機能の検討フロー 

 

表-2 藻場の各機能 

 

(2)事前調査 

目標とする藻場創出機能の検討をおこなうため、対象

海域における既往資料の収集整理、地元関係者からの聞

き取り、簡便な現地踏査などの事前調査を行う。 

藻場の形成は、大別すると付着基質を含めた物理的環

境、化学的環境、生物的環境によって左右される。事前

調査では、これらの環境因子に関する既往資料を可能な

範囲で収集整理する。 

(3)詳細調査 

詳細調査では、藻場形成のための環境因子である物理

的、化学的、生物的環境について、近隣の天然藻場と藻

場造成を計画している箇所の比較調査が必要である。 

以下に、環境因子の内、生物的環境調査および植食動

物であるウニの行動に関する知見を示す。 

a)生物的環境調査 

生物的環境調査は、既存の海藻草類の分布、海藻草類

を餌とする植食動物（ウニなど）の存在などを調査し、

藻場形成を目指す海藻草類の選定の妥当性、食害の有無

を確認するために実施する。 

b)植食動物(ウニ)の行動 

川俣らが３）水温 10℃で行った大型キタムラサキウニ

の摂餌実験の結果を図-3に示す。これより、Ｕmaxが25

㎝/s 程を超えると海藻の状態に無関係に摂餌速度が激

減し、約 40 ㎝/s でほとんど摂餌できないことがわかる。 

また、実際の沿岸域では、竹田ら４）が上位から 1/3

の流速の平均値(以下、有義流速)が 25 ㎝/sec 未満の各

月累加出現率が 30～40％以下の地点ではウニの食害を

受けにくいことを報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 大型ウニの摂餌速度に及ぼす振動流の影響３） 

 

(4)構造形式 

これまでに施工された藻場創出機能を持つ構造形式を

表-3 に示す。基本的には、海藻の生育水深に天端面を

付加するもので、藻場の機能、対象海域の海象、制約条

件などを踏まえて選定する。高密度にウニが分布する沿

岸域では、天端面において上述したウニの摂餌可能速度

を超える流速が発生する構造とすることが重要である。 

 

表-3 藻場創出機能を持つ構造形式 

構造物の種類 断 面 図 

潜 堤 

入射 波→

 

前面小段付 

防波堤 

入射波→

前面小段
 

藻場の機能 内  容 

漁   場 藻場の対象種自体を漁獲（コンブ礁など） 

産 卵 場 海藻類に卵を産み付ける魚類のための藻場 

保 育 場 稚仔魚の育成、休憩、保護のための藻場 

餌   場 ウニ・アワビなどの餌とするための藻場 

そ の 他 多様な生物相、底質安定、酸素供給など 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

周辺海域の既知の環境 

地元関係者との調整 

予  算  規  模 

港湾・漁港等の施設整備計画における藻場創

出機能の検討［目標設定(対象種の選定)］ 

藻場創出機能の

強化・付加の必要

性の検討 

不必要 通常の設計基準等に基

づき施設整備計画立案 

必要可能 事 前 調 査 

類似事例の収集・整理 

既往資料の収集・整理 

ヒアリング等の情報 
目標実現性の確認 

困難 

施設規模の検討［事業計画の作成］ 

構造設計・積算等［実施設計］ 
構造形式の選択(複断面(前面、背後)、透過構造など) 
水深帯及び基質の検討 

想定予算内に

収まるか？ 

可能 

収まらない 

施工 

モ ニ タ リ ン グ 
（経年的効果調査、 

定期的機能診断等） 

収まる 

周辺海域の物理的環境調査 

近隣の天然藻場及び水

生生物調査 
（化学的・生物的環境

調査） 

知見・技術の蓄積 

機能維持計画 
（機能保全計画） 

継続事業への反映 
（事業見直しも含む） 

詳  細  調  査 

設
定
し
た
目
標
を
未
達
成
の
場
合 

必要 

現   地   踏   査 

 

最大流速Umax（㎝/s） 

 摂
餌
速
度
比

F／
Fs

 

F Umax－27．1
Fs 4．27

＝１－exp  －exp －－

ミツイシコンブの葉片をそのまま

入れた場合(○)と、重りで一端を

押さえた場合(●) 

F :単位時間あたりの摂餌速度 

（＝海藻摂餌量） 

Fs:静水中での摂餌速度 
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背後小段付 

傾斜堤 背 後 小 段

入 射 波 →

 

有孔部付 

ケーソン堤 

(背後小段付) 
背後小段

透過構造

入射波→

 

 

 

(5)機能維持 

藻場造成施設の機能維持の検討では、施工後の施設や

周辺環境の実態を把握し、計画段階で想定した目標との

比較によって藻場創出機能の評価を行うことが肝要であ

る。その評価を踏まえて以後の対策を検討する。 

藻場創出機能の再評価を行うための機能診断の全体ス

キームを図-4 に示す。本機能診断は、「機能評価」

「要因特定」「対策・効果確認」の３つの項目から構成

されている。 

各評価項目の詳細は以下のとおりである。 

ｱ.機能評価 

簡易調査結果に基づき4段階の評価区分で「性能評

価」及び「機能評価」を行う。 

ｲ.要因特定 

「機能評価」の結果が機能低下となった場合、詳細

調査を行い、阻害要因を特定する。 

ｳ.対策・効果確認 

阻害要因が特定された場合、対策工法の検討を行

い、対策工実施後は継続的なモニタリングにより

効果の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 機能診断の全体スキーム５）,６） 

4．産卵場創出機能 

 

(1)ヤリイカ産卵礁 

a)生態 

ヤリイカは、北海道周辺では対馬暖流や津軽暖流の影

響を受ける海域に分布し、図-5 に示すとおり、冬期接

岸群と春期接岸群の2つの系統群が存在する７）。 

ヤリイカの卵は、ゼラチン質でできた指状の袋（卵

嚢）に入れられ、岩礁の隙間に天井から懸垂する形で産

み付けられる(図-5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 ヤリイカの産卵回遊ルート８）・産卵状況 

 

b)ヤリイカ産卵礁の構造 

ヤリイカの産卵があった空間形状の諸元を表-4 に示

す。これは、新潟県及び松前町での天然岩礁、および北

海道日本海側の9漁港に設置した人工構造物において行

った調査結果を整理したものである。 

ヤリイカ産卵礁は、このような隙間空間を持つブロッ

クとして、これまでに「消波工底部設置型ブロック」と

「被覆ブロック型(くし形)」の 2種類のブロックが開発

されている（図-6）。設置・産卵状況は写真-6 に示す。 

 

表-4 ヤリイカの産卵空間の諸元 

項 目 天然岩礁 人工構造物 

入口の幅 114±98cm 130±116cm 

入口の高さ  41±16cm 37±16cm 

奥 行 き  60±28cm 78±30cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消波工底部設置型ブロック   被覆ブロック型(くし形) 

図-6 産卵礁の設置箇所 
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(2)ハタハタ産卵基質 

a)生態 

北海道北部の日本海では、産卵期以外の時期には水深

150～300ｍ前後の天売舟状海盆周辺や武蔵堆などの砂泥

域に分散して分布する。10 月上旬から南下を始め、11

月上旬には雄冬岬沖に密集し、11 月中旬から 12 月上旬

ごろに厚田沿岸の産卵場に一気に来遊する。稚仔魚はふ

化後しばらくして藻場から砂浜域に移動し、沿岸水温が

高くなると沖合の深所に向かう(図-7)９）。 

産卵は一般に茎のしっかりした海藻に行われ、日本海

側の厚田沿岸ではエゾツノマタ、ウガノモク、ホソメコ

ンブなど、太平洋側の噴火湾から根室沿岸ではウガノモ

ク、アカモク、ネブトモクなどに産み付けられている

(図-7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 ハタハタの生活史・産卵状況 

 

b)ハタハタ産卵場創出の考え方 

ハタハタの産卵場を人為的に創出するには、ホンダワ

ラ類を用いる方法（自然藻場）と人工海藻を用いる方法

（人工藻場）がある。自然藻場は生育までに時間を要す

るが、自然に繁茂範囲を拡大して規模の大きい産卵場と

なる可能性がある。一方、人工藻場は、計画箇所に間違

いなく設置できるとともに直ぐに産卵場としての機能を

果たすことができる。 

c)人工海藻の構造 

ハタハタの産卵を目的とする人工海藻は、ホンダワラ

類の形状やたわみやすさなどを漁網と浮き玉の連結用ロ

ープを用いて模倣した基質で、直径 30cm のリング状鋼

材に6本1組で結束して人工海藻ユニットを製作し、こ

れを海底の岩盤等へ設置する 10）。 

2014 年に製作した人工海藻(H26 改良型)の製作・設置

状況を写真-4に示す。産卵状況は表-6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 人工海藻製作・設置状況（H26改良型）  

5．環境改善機能と高度利用 

 

(1)静穏域の環境改善 

静穏域の環境悪化が水塊の滞留による場合、強制的か

つ持続的に海水交換を促進して外海の水塊を導入する必

要がある。 

海水交換型構造物は、沿岸構造物として本来の機能で

ある静穏度の確保などの機能を満たしつつ、その配置や

構造の工夫によって波浪や潮流などの自然エネルギーを

活用した海水交換機能を持たせたもので、経済性及び持

続性の観点から有効な手法となる。 

 

(2)水域の高度利用 

a)静穏域の活用方法 

環境改善後の静穏域の高度利用として、水生生物の出

荷流通管理の観点からの活用方法を表-5 に示す。この

内、養殖と中間育成は資源の持続的な利用目的の側面を

持つが、蓄養は主に出荷調整を目的とした利用となる。 

蓄養施設などの整備が伴うものについては、事前に自

然条件や流通など経済調査を十分に実施する。 

 

表-5 出荷流通管理の観点からの静穏域活用方法 

利用方法 目 的 

養  殖 
魚貝類を出荷サイズまで成長させることを目的

に飼育する。 

中間育成 
種苗を放流サイズまで成長させることを目的に

飼育する。 

蓄  養 
（水中荷捌） 

漁獲物の出荷調整を目的に一時的に保管する。 

 

b)施設の機能維持 

施設の機能維持には、施設の利用に係る日常的管理と、

施設機能の持続性を担保する機能保全管理がある。この

概念図を図-8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 日常的管理と機能保全管理の概念図 

モニタリング調査

・水質

（水温、塩分、ＤＯ）

【蓄養施設、水中荷捌施設等】 【魚介類収容施設（生け簀等）】

施設点検

・外観

・効率性（機能、作動）

・安全性

改良･補修

・改良・補修方針の検討

・補助・支援制度の検討

・改良･補修の実施

対策検討

・改良・補修方針の検討

・老朽化対策の検討

・復旧方針の検討

・費用対効果の検討

・補助・支援制度の検討

環境調査

・気象、海象調査

・水質調査

・底質調査

機能保全対策の実施

施設点検

・外観

・効率性（機能、作動）

・安全性

施設調査

・機能調査

・老朽化調査

・被災状況調査

【 日常的管理 （定期的） 】 ■実施者： 利用者等

【 機能保全管理 】 ■実施者： 管理者等

異常（利用課題）有り

異常有り

利用方法

との調整

※利用者を含む関係者が

一体となって取り組む

ネブトモクへの産卵 
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6．北海道における施工事例 

 

(1)藻場創出機能（寿都漁港）５),６) 

 寿都漁港の傾斜堤背後小段は、1995 年に天端水深を

周辺のコンブ分布水深帯である水深-3.6ｍとして整備さ

れた。しかし、ウニの食害等によって藻場造成効果が低

下したため、小樽開発建設部では、2012～2014年度まで

に水深-3.6ｍから水深-1.0ｍへの嵩上げ改良工事を行っ

た（図-9）。 

施工にあたっては、非定常緩勾配不規則波動方程式よ

り算定した波高を用いて底面波動流速を算出した。その

結果、ウニによる食害を受けにくいとされる有義流速

0.25 m/s 未満の各月累加出現率 30%以下４）の期間は、嵩

上げ前の 12～1 月の 2 ヶ月間に対し、嵩上げ後は 10 月

～3 月の 6 ヶ月間となることが確認された 11）。写真-5

に、改良前と改良後の海藻繁茂状況を示す。 

 

 

 

 

           

 

図-9 寿都漁港 背後小段嵩上げ改良（断面図) 

 

 

 

 

 

 

写真-5 海藻繁茂状況の比較（2014年4月） 

 

(2)産卵場創出機能 

a) ハタハタ（雄冬漁港） 

 日本海側に位置する雄冬漁港周辺では磯焼けが進行し

ハタハタの産卵基質となる海藻が減少している。そのた

め、増毛漁協では 2008～2014 年度までに人工海藻（H13

型）8 基を取付けたブロックを 19 個設置するとともに、

流失した基質の交換を継続して行っている。 

表-6 に示すように、人工海藻で確認された卵塊個数

は年変動が大きいものの、産卵基質となる天然海藻が少

ない雄冬漁港周辺において、人工海藻がハタハタの産卵

基質として機能していることが確認された。  

 

表-6 人工海藻への産卵状況（雄冬漁港） 

 

 

 

 

 

 

b)ヤリイカ（松前港） 

 函館開発建設部では、1996～1998年度までに松前港外

防波堤へ消波工底部設置型ブロック 97 基を設置した。

2000 年の調査では、3 月、6 月とも調査したブロックの

ほぼ全数に卵嚢が確認された（写真-6）。当海域には冬

期接岸群と春期接岸群の2系統が存在するため、産卵状

況を詳細に把握するためのは年数回の調査が必要である。 

 

 

 

 

 

 

写真-6 消波工底部設置型設置・産卵状況 

 

(3)静穏域の有効活用（江良漁港） 

函館開発建設部では、江良漁港において出荷調整を目

的とした蓄養施設を整備した（写真-7）。 

 本施設は、2014年度の供用開始以来、6月から 9月ま

での間はウニの蓄養に利用されており、加工場へのウニ

安定供給が図られている。 

 

 

 

 

 

 

写真-7 江良漁港 蓄養施設（蓄養岸壁） 

 

 

7．これまでの成果と今後の課題 

 

(1)藻場創出機能 

北海道開発局では 1993 年より藻場創出機能付き防波

堤・護岸の整備に着手した。これまでに採用された断面

形状は、消波堤の前面小段タイプ(便宜上潜堤も含める)

と背後小段タイプの2種に大別される。 

海藻の繁茂は、背後小段に比べ外海側に位置する前面

小段タイプのほうが概ね良好であった。これは、ウニを

除去することによって海藻が繁茂することが明らかにさ

れていることから、前面小段では波浪の影響によってウ

ニの摂餌が抑制され、コンブの幼芽が保護されたものと

考えられる。 

整備当初の小段天端水深は、いずれも－5ｍ～－3ｍで

施工されている。これは、周辺のコンブ分布水深帯を参

考にしつつ、水中照度（海藻の生育水深帯）および経済

性や施工性より決定したものである。 

今後、磯焼け海域において小段天端水深を決定する場

合には、海藻の幼芽時期（冬期）の小段天端流速が、ウ

ニの食害を受けにくいとされる「有義流速 25 ㎝/sec 未

蓄養施設整備箇所 

ハタハタ

卵塊個数

2009/1/22 40基 (240本) 131個

2010/1/18 40基 (240本) 22個

2010/12/17 40基 (240本) 25個

2011/12/22 40基 (未確認) 0個

2013/1/22 80基 (388本) 2個

2014/1/20 112基 (488本) 13個

2015/1/22 152基 (608本) 2個

2016/1/15 152基 (914本) 149個

2017/1/8 152基 (882本) 160個

調査日
H13型

調査時基数(本数)

2016年1月15日撮影 

未改良区 改良区 
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満の各月累加出現率が 30～40％以下４）」となるよう検

討する必要がある。 

 

(2)産卵場創出機能 

a)ヤリイカ産卵礁 

ヤリイカの産卵礁は、被覆ブロック型(くし形)と消波

工底部設置型の2種類が開発されている。これまでのと

ころ、港外に設置される消波工底部設置型の方が産卵率

は高い傾向が確認されている。これは、ヤリイカは、潮

通しが良く一定の流れがあって照度が低い場所を選択し

て産卵する習性によるものと思われる。 

今後、構造形式に加えてそのような条件を満足する構

造物の配置についても検討する必要がある。 

b）ハタハタ産卵基質 

人工海藻は、1999 年に天然海藻に代わるハタハタの

産卵基質として提案され、これまでに形状や材質の改良

を経て、磯焼けの進行により天然海藻が衰退した雄冬漁

港において活用されてきた。 

設置当初（2008 年）よりこれまでの調査において確

認された卵塊数は、人工海藻の設置基数や周辺海域での

漁獲量に関係なく大きく変動しており、産卵には基質以

外の様々な要因があることが推察された。 

人工海藻についてはまだ施工事例が少ないことから、

今後、試験的な取り組みも含めて実海域での情報と知見

の蓄積、および耐久性の向上を図る必要がある。 

 

(3) 静穏域の有効活用 

a)海水交換 

静穏域の水質改善を目的とした外海水の導入手法とし

ては、自然エネルギーを利用した構造物による海水交換

が最も有効な方法である。しかし、このような外海水の

導入は自然エネルギーも伝達させ、海水交換量を増やす

ほど静穏度に影響を与えることになる。そのため、海水

交換の検討にあたっては、水質改善効果と静穏度確保の

バランスについて十分に留意する必要がある。 

b）蓄養施設の持続的活用 

環境改善後の静穏域において蓄養施設の持続的な活用

を図るためには、採算性の確保が重要である。そのため

には、事前に経済調査を十分に行うとともに、施設運用

開始後は、市場動向を踏まえた対象魚介類の見直し、ブ

ランド化など高付加価値化への販売戦略を練るなど、経

営的観点で柔軟に取り組む必要がある。 

 

 

8．おわりに 

 

本報告において紹介したガイドブックは、2015 年度

より（一社）寒地港湾技術研究センターの自主研究とし

て改訂に向けた取り組みが開始され、学識経験者、専門

家、及び行政経験者等による「改訂委員会」を設置し、

検討を行ってきたものである。この中で、当研究所は事

務局に加わるとともに、研究成果の一部を提供している。 

編集に当たっては、1998 年に刊行された「寒冷地に

おける自然環境調和型沿岸構造物の設計マニュアル-藻

場・産卵機能編-」を基本に、藻場創出機能の診断手法、

ハタハタの産卵場創出、環境改善と高度利用、施工事例

とモニタリング結果など、その後の各種研究成果に基づ

く知見をより具体的に記述することに努めた。 

このガイドブックが、北海道などの寒冷沿岸域におい

て整備される構造物の本来機能に加え、周辺海域の自然

環境と調和させるための機能を強化あるいは付加を検討

する際の参考として活用されることを期待する。 

 

謝辞：ガイドブックの刊行にあたり、「改訂委員会」の

委員長である元東海大学谷野賢二教授を始めとする委員

の皆様には多くのご助言を頂きました。ここに記して感

謝の意を表します。 
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