解 説

寒冷地における沿岸構造物の環境調和に関する取り組み
水産土木チーム

出機能」、静穏域の「環境改善機能と高度利用」が記

１．はじめに

述され、これらを解説する。
港湾・漁港等の沿岸に整備された構造物は、本来の
目的によって形成された静穏域やその構造物自体が、
新たな海藻群落の創出や水生生物にとって良好な生息
空間になっていると経験的に知られている。この沿岸
構造物と自然環境との調和を科学的に解明し、施設整
備に反映させる技術が求められている。
2017年5月に（一社）寒地港湾技術研究センターか
ら「寒冷地における沿岸構造物の環境調和ガイドブッ
ク」1）（以下、「ガイドブック」という）が刊行され
た。これは、「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－」（1998
年10月）2）に新たな知見を追加して、ガイドブックと
して取りまとめたものである。

図－1

沿岸構造物における「自然環境との調和」の概念

本報告では、このガイドブックに掲載されている
「自然環境調和型沿岸構造物」に関するこれまでの研
究成果と施工例について解説する。

３．藻場創出機能

２．「自然環境調和型沿岸構造物」とは

３．１

藻場創出機能の検討の流れ

海藻草類が繁茂し群落を形成している場を「藻場」
港湾・漁港は、防波堤等の外郭施設、岸壁や物揚場

という。藻場は、種類によってはそれ自体が有用であ

等の係留施設、航路泊地等の水域施設で構成され、使

るとともに、幾つかの機能を有する。その機能を表－

用する材料には、石材、ケーソン、各種コンクリート

1に示す。また、藻場創出機能を強化・付加する場合

ブロック等が用いられている。これらの施設には本来

の検討の流れを図－2に示す。目標とする機能によっ

機能の他にも図－1に示すような多様な機能があり、

て、調査内容、施工方法、機能維持の手法が異なるた

その周辺海域の環境に様々な影響を与えている。

め、計画の段階から目標とする藻場の機能を明確にし

ガイドブックでは、「自然環境との調和」を、自然

て検討することが重要である。さらに海藻草類の定着

環境が持つポテンシャルを踏まえ、海藻草類の生育及

目標は、周辺の天然藻場の現存量、または被度を参考

び水生生物の生息に望ましい環境を保全・再生・創

に、地元関係者との共通認識となる定量的な評価指標

出・維持する取り組みとし、「自然環境調和型沿岸構

を設定する。

造物」は、この自然環境との調和に関わりを持つ沿岸

表－1

構造物とそれによって生まれた空間で、海藻草類が成

藻場の各機能
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藻場創出機能の検討フロー

事前調査と詳細調査

藻場の形成には、着生の際に健全な付着基質が存在
し、また、幼芽時期に壊滅的な植食生物の食害を受け
ないことが重要である。成長の過程では、光合成に必

図－3

海藻とウニの垂直分布の形成概念図3）

要な光環境と栄養塩フラックス、成長速度と食圧との

1.5

関係等が重要になる。これらを大別すると付着基質を
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含めた物理的環境、化学的環境、生物的環境があり、
事前調査では表－2に示した環境因子の既往資料を可
能な範囲で収集整理する。詳細調査では、事前調査で
得られなかった情報を現地調査するとともに、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を

0.0

は、現況再現に数値解析を導入して観測結果を補う。
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藻場形成のための環境因子
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行う。また、費用や観測期間等の制約条件によって

表－2
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大型ウニの摂餌速度に及ぼす振動流の影響3）
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構造を選定する。この小段は、光合成に必要な光環境

構造形式の選定

これまでに施工された藻場創出機能を持つ構造形式
の例を表－3に示す。断面図のように海藻が付着する
小段を配置し、藻場の機能、海象等の条件を踏まえて
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と栄養塩補給のための適度な流速のある水深帯に天端

機能評価は、簡易に海藻被度、植食動物量、基質の

面を設定するが、ウニの食害が想定される場合は、上

状況等を調査し、区画単位の劣化レベルを4段階で評

述したように摂餌を抑制する流速のある水深帯に天端

価する。さらに施設全体の総合評価を行い、海藻の被

面を設定する等、検討を要する。特に温暖化の影響を

度が低く、または植食動物が多い等、機能の低下が考

受ける北海道日本海側の磯焼け海域では、幼芽が発生

えられる場合は、表－4に示す詳細調査を行って阻害

する冬季の海水温が高いとウニが活発に摂餌行動する

要因を特定する。その阻害要因から、回復目標の設定

ため、海水の流動による抑制が効果的になる。

と対策工法の検討を行い、対策工実施後は継続的なモ

表－3

藻場創出機能を持つ構造形式
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ニタリングによって効果の確認を行う。
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機能維持の検討

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
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機能阻害要因と調査方法

との比較によって藻場創出機能の評価を行う。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

３．５

藻場創出の施工事例（寿都漁港）

を図－5に示す｡本機能診断は、「機能評価」「要因特

寿都漁港の傾斜堤背後小段は、1995年に天端水深を

定」「対策・効果確認」の3つの項目から構成されて

周辺のコンブ分布水深帯である水深－3.6ｍとして整

いる。

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、2012～2014年度までに水深－3.6
ｍから水深－1.0ｍへの嵩上げ改良工事が施工された
（図－6）。
施工に際しては、非定常緩勾配不規則波動方程式か
ら算定した波高を用いて底面波動流速を算出し、竹田
ら4）のウニによる食害を受けにくいとされる有義流速
の出現率に設定し、機能が回復されている（写真－1）。

図－6

寿都漁港 背後小段嵩上げ改良（断面図）
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海藻繁茂状況の比較（2014年4月）
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４．産卵場創出機能
４．１

ヤリイカ産卵礁

北海道周辺海域における回遊経路や産卵場所が、お
およそ明らかになっているヤリイカとハタハタについ
て、各々の生態に基づき開発した「産卵礁」及び「産
卵基質」の概要を解説する。
ヤリイカは、北海道周辺では暖流の影響を受ける海
域に分布し、寿命は1年である。一般に、春季に孵化

ᾘἼᕤᗏ㒊タ⨨ᆺࣈࣟࢵࢡ  ⿕そࣈࣟࢵࢡᆺ ࡃࡋᙧ 

した稚仔は成長に伴って沖合に移動し、冬に再び接岸

図－8

ヤリイカ産卵礁の形状

して産卵する8）。産卵の水深は、松前町で4～19ｍ9）、
礼文島で2～8ｍ 10）に確認され、北に行くほど浅くな
る傾向にある。産卵適水温は7～14℃で、最適水温は8
～10℃である

11）

４．２

ヤリイカ産卵礁の施工事例（松前港）

松前港では、1996～1998年度まで外防波堤の消波工

。卵は、ゼラチン質でできた卵嚢に

に底部設置型ブロックを97基設置した。この海域では

入れられ、岩礁の隙間に天井から懸垂する形で産み付

冬期接岸群と春期接岸群の2系統が存在するため、産

けられる。珪藻類の付着を避けるため、照度の低い場

卵状況の確認には各系統の生活史を考慮して2000年3

所に産卵する傾向があり、また、卵の酸素供給のた

月（冬季）、6月（春季）の調査が行われ、ブロック

め、流れが複雑に変化する場所に産卵場の形成が見ら

のほぼ全数に卵嚢が確認されている（写真－2）。

れる。
産卵場の天井面の形状と産卵出現頻度を図－7に示
す。天然岩礁と人工構造物のどちらにおいても水平な
天井面に多くの産卵が見られている。また、ヤリイカ
の産卵に適した間隙空間の諸元を表－5に示す。これ
は、1981～1988年に新潟県及び松前町での天然岩礁、
1995年に北海道日本海側の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。

写真－2

これらの生態と過去の調査から産卵に適する隙間空
間の形状を考慮し、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種類が開
発されている（図－8）。

人工のハタハタ産卵基質（人工海藻）

ハタハタは、冷水性の低棲魚類で水温1～2℃、水深
150～300ｍの砂泥域に生息する。北海道では図－9に
示す6系統群が知られ、同じ場所に戻って産卵する回

70

帰性が見られる 13）。北海道での産卵時期は10月から
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消波工底部設置型の産卵状況

12月であるが、海域で多少異なる。産み付けられる海
藻は、日本海側の厚田沿岸ではエゾツノマタ、ウガノ
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天井面の形状と産卵出現頻度12）

表－5
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ハタハタの系統群と主な産卵場14）
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モク、ホソメコンブ等、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、ネブトモク等の海藻に
産卵する（写真－3左）。
ハタハタの産卵場の創出には、ホンダワラ類の母藻
投入や基質移設による「自然藻場」と、人工海藻を用
いる「人工藻場」がある。人工海藻は、ホンダワラ類
の形状やたわみやすさ等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

写真－4

人工海藻への産卵状況（苫小牧港）

を海底の岩盤等へ設置する15）（写真－3右）
、
（表－6）。
自然藻場は生育までに時間を要するが、人工藻場は

５．環境改善機能と高度利用

計画箇所に設置することで、直ちに産卵場を形成し、
藻場が回復するまでの間、資源の継続に寄与するもの
である。

５．１

環境改善機能

港湾・漁港の外郭施設は、船舶の航行や停泊、係留
等の安全を確保するために建設されるが、整備よって
出現した静穏な水域は、魚介類の産卵場や保育場にな
って、水生生物の生息に望ましい側面もある。一方、
遮蔽された水域では、海水が滞留することで水質と底
質の悪化を招くことがある。このような新たな水域の
造成や保全する等の機能を「環境改善機能」と呼ぶ。

天然の海藻（ネブトモク）

写真－3

天然の海藻と人工海藻

表－6
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人工海藻

人工海藻の諸元
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静穏な水域の環境悪化の要因は、水塊の停滞による
ほか、陸域からの負荷や漁業活動による負荷等の外的
要因も考えられる。水域環境を改善させる手法の選択
に際しては、周辺の情報を十分に収集して環境悪化の
要因を特定し、総合的に判断する。
水域環境の悪化の原因が水塊の滞留による場合は、
強制的かつ持続的に新鮮な海水を導水する必要があ
る。これまでに整備された海水交換型構造物は、静穏
度を確保しつつ、経済性と持続性の観点から自然エネ
ルギーを活用するものが多い（図－10）。

ハタハタ産卵基質の施工事例（苫小牧港）

苫小牧東港では、1995年頃から防波堤消波ブロック
に繁茂したモク類にハタハタの産卵が確認され、防波
堤の移設計画に伴い産卵場の消滅が懸念されていた。

潜堤式

このため、防波堤移設後の藻場が再生する期間中、
産卵場を維持する方策として人工海藻が開発された。
2001年11月に苫小牧東港内防波堤の港内側に人工海
藻ユニット10基（60本）、港外側に13基（78本）の計
23基（138本）を設置し、港内側の人工海藻に210卵
塊、港外側の人工海藻に52卵塊が確認され、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
されている（写真－4）。
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鉛直板式（ケーソン一体型）

図－10

海水交換促進のための施設の例

波浪や潮汐によって港外側の遊水部に入った
海水を港内側へ導水する仕組み
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５．２

ニに及ぼす波浪の影響、日本水産工学会講演会講

水域の高度利用

環境改善後の静穏域の高度利用には、水生生物の出

演論文集、pp.85-88、1994.

荷流通管理の観点から「養殖」「中間育成」「蓄養」

4） 竹田義則、坪田幸雄、永田晋一郎、袖野宏樹：自

の3つの活用方法がある。この内、養殖と中間育成は

然環境調和型構造物における藻場の流速とウニの

資源の持続的な利用目的の側面を持つが、蓄養は主に

食害に関する研究、海岸工学論文集、第46巻、pp.

出荷調整を目的とした利用になる。蓄養施設の整備

1221-1225、1999.

は、採算性によって漁業関係者が持続的に取り組むた

5） 梶原瑠美子、佐藤仁、三上信雄：港湾漁港構造物

め、流通事情等の経済調査を十分に行う必要がある。

における環境共生機能保全対策のための診断手法、
第59回北海道開発技術研究発表会、環-18、2016.

５．３

6） 丸山修治、大橋正臣、梶原瑠美子、三上信雄: 漁

静穏域活用の施工事例（江良漁港）

江良漁港では、出荷調整を目的とした蓄養施設が整

港施設における藻場創出機能に関する機能診断手

備されている（写真－5）。本施設は、2014年度に供

法、第15回全国漁港漁場整備技術研究発表会、

用開始され、ウニ漁が盛期となる6月から9月までの間

2016.

は出荷調整のウニを蓄養し、加工場への安定供給が図
られている。

7） 丸山修治、大橋正臣、伊藤敏朗：藻場創出機能に
関する機能診断手法の改良、第60回北海道開発技
術研究発表会、環-22、2017.
8） 上田吉幸、前田圭司、嶋田宏、鷹見達也：漁業生
物図鑑 新 北のさかなたち、北海道新聞社、pp.328
-331、2003.
9） 渡島西部地区水産技術普及指導所、松前町水産

写真－5

課、松前町中央漁業協同組合、北海道水産部：北

江良漁港 蓄養施設（蓄養岸壁）

海道松前町におけるヤリイカの資源増大対策と展
開方法〈1983年～1988年ヤリイカ産卵礁効果調査

６．おわりに

報告〉pp.1-258、1990.
本報告では、ガイドブックに掲載されている「自然

10）谷野賢二、北原繁志、斉藤二郎、本間明宏、伊藤

環境調和型沿岸構造物」に関する研究成果と施工例を

洋一、鳴海日出人：防波堤のヤリイカ産卵礁機能

解説した。このガイドブックは、（一社）寒地港湾技

に関する研究、海岸工学論文集、第44巻、pp.1136

術研究センターの自主研究として改訂に向けた取り組

-1140、1997.

みが開始され、学識経験者、専門家及び行政経験者等

11）伊藤欣吾、佐藤晋一、桜井泰憲：北部日本海にお

による委員会を設置し、検討を行ったものである。当

けるヤリイカの漁獲変動に及す水温環境の影響、

研究所は事務局に加わるとともに、研究成果の一部を

イカ類資源研究会議報告、日本海区水産研究所、

提供している。これらの技術が、北海道沿岸に整備さ

pp.49-56、2004.

れる構造物の自然環境と調和する機能を検討する際の

高史、鳴海日出人：防波堤が持つヤリイカ産卵機

参考として活用されることを期待する。
（文責：河合

12）谷野賢二、斉藤二郎、山本泰司、北原繁志、大村

浩）

能に関する研究、海洋開発論文集、第13巻、pp.
279-284、1997.
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