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沿岸域は水産生物種の生活史において重要な空間であり資源量の維持・増大に寄与している。
その中でも、港湾・漁港等の沿岸構造物は、生物の隠れ場・休憩場機能、餌場機能、産卵場機
能を有するなど魚介類にとって貴重な保護育成場となっている。本報告は、沿岸構造物と水産
生物種との関わり合いとして機能するメカニズムを把握するための手法を整理するとともに、
その機能評価技術、機能強化に資する整備手法の方向性について述べるものである。
キーワード：環境共生機能、保護育成、水産環境整備

１．はじめに

らに、港湾・漁港等の周辺海域は豊かな漁場が形成
されており、河口周辺の砂浜域は二枚貝などの生息
場であり、河川と海域を回遊する回遊魚の成育場と
水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生
しても機能している。よって、これらの機能の保
活の基礎として重要なものであり、我が国周辺水域
全・創出が水産環境整備の中で重要とされている。
の漁業資源の持続的な利用と我が国漁業の持続的な
しかしながら、これらの諸機能は定性的に理解され
発展が重要課題である 1)。（水産基本計画：水産庁
ているものの、その具体的効果や客観的性能は定義
H24.3）。そのためには水産資源の低迷や藻場・干
づけされていないのが現状であり、その定量的な評
潟の減少を踏まえ水産資源の回復・増大と豊かな生
価と効率的かつ効果的な改善・修復・創出するため
態系の維持・回復を目指し、生態系全体の生産力の
の包括的な整備手法の確立が求められている。
底上げを図る必要がある。このような中、水産庁で
本報告は北海道周辺海域（寒冷海域）における生
は、水産生物の生活史に対応した生息環境空間を創
態系全体の生産力の底上げを図り水産生物種の持続
出する「水産環境整備」を推進しているところであ
る 2) 3)。（漁港漁場整備長期計画：水産庁 H24.3）。 的利用を維持することを目指すため、港湾・漁港等
の沿岸構造物が水産生物種の産卵場・生息場として
沿岸域は水産生物種の生活史において重要な空間
機能するメカニズムを解明する手法及びこれら機能
であり、資源量の維持・増大に寄与しており、その
を創出する整備手法について考察するものである。
中でも港湾・漁港等の沿岸構造物は生物の隠れ場・
休憩場機能、餌場機能、産卵場機能を有するなど魚
介類にとって貴重な保護育成場になっている 3)。さ
２．沿岸構造物が有する環境共生機能
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沿岸域における「自然環境との共生」とは港湾・
漁港施設が存在する周辺海域の自然環境が持つポテ
ンシャルを踏まえ、水生生物の生息・生育に望まし
い環境を保全・再生・創出する取り組みを言う。ま
た、「環境共生機能付沿岸構造物」は港湾・漁港の
外郭施設、係留施設、水域施設など周辺海域の自然
環境の保全・再生・創出に密接な関わりを持つと想
定される沿岸構造物及びそれによって形成される空
間で、土木技術によって水生生物の生息場として適
した環境に改善又は環境を創出する機能を付加ある
いは強化したものを指す。
静穏域の確保等を目的として整備された港湾・漁
港施設等の沿岸構造物は図-14)に示すとおり、その
擬似岩礁効果により創出された藻場が生物生息機能

図-1 沿岸構造物の環境共生機能

の拡大に寄与しており、さらには構造物自体が産卵
礁および魚礁としての機能を有していることが確認
されている。これは、構造物には海藻が繁茂するこ
とにより魚介類の産卵場となり、同じく沿岸構造物
によって形成される静穏域には貝類が蝟集し稚魚が
回遊するなど、水生生物にとっても良好な環境が創
出されているためである。そこで、限られた沿岸域
の水産資源を有効に利用するため沿岸構造物が本来
有する機能に加えて、これら環境共生機能を積極的
に付加することが求められている。
(1)藻場造成機能
北海道において沿岸構造物の環境共生機能に関す
る本格的な研究が始まったのは1990年代初頭からで
あり藻場機能の解明から始まった。武内ら5)6)は北海
道日本海南部の瀬棚港及び松前港の外郭施設におい
て水産生物の生息分布調査を実施し防波堤壁面にコ
ンブ等の海藻が多く着生している状況を把握した。
谷野ら 7)は同じく瀬棚港において構造物に着生する
水産生物の群集特性を解明した。以上のように沿岸
構造物が天然岩礁と同等の海藻着生機能を持ついわ
ゆる擬似岩礁効果を有することが判明したことによ
り、各地で藻場造成機能付加型の沿岸構造物の整備
が推進されてきた。明田ら 8)は北海道日高地方太平
洋沿岸に位置する様似漁港において当地域で初めて
整備された環境共生型構造物の藻場造成機能につい

て検討し整備直後においてコンブ等大型海藻を主体
とする良好な藻場が造成されたことを示した。引き
続き明田ら 9)は同箇所における藻場造成機能の経年
変化についても検討し海藻群落の遷移過程や天然岩
礁との違いについて考察している。同じ太平洋沿岸
の沿岸構造物の事例では、2001年から開始された北
海道東方太平洋沿岸の釧路港西港区の島防波堤に計
画された環境共生型防波堤の構造設計に関する検討
がある 10)11)12) 。その後、佐藤ら 13)14)15) による北海道
日本海沿岸の磯焼け地帯における藻場回復手法の検
討を経て今日に至っている（写真-2）。
(2)産卵礁機能
ヤリイカ、ハタハタ、ニシンなど多くの水生生物
は沿岸域で産卵 16)することが知られている。これら
沿岸域に回遊して産卵する水生生物は、岩礁の窪地
や隙間、それらに繁茂している海藻類に産卵するこ
とが多い。港湾・漁港施設の整備にあたっては、外
郭施設に消波ブロックや被覆ブロックを用いるが、
これらの構造物は天然の岩礁と類似の隙間空間を持
ち、また、表面に海藻類の繁茂が見られることから
産卵場となっている事例が数多く報告 17)されている。
産卵場創出機能は、こうした事例や調査報告を踏
まえ、産卵行動と関係の深い隙間形状や海藻類の付
着基質など土木技術的に対処可能な創意工夫によっ
て、港湾・漁港施設の構造物に産卵に適した環境を
付加あるいは強化しようとするものである（写真-3，
写真-4）。一般に沿岸域に回遊して産卵する水生生
物の行動経路はパターン化しており、ヤリイカとハ
タハタについては北海道周辺海域における分布がお
およそ明らか18)19)となっている。産卵場創出機能を

写真-3 ヤリイカ産卵

写真-2 防波堤背後小段における藻場の回復
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写真-4 ハタハタ産卵用人工海藻

持たせる環境共生型沿岸構造物の検討にあたっては、
対象海域がこのような分布域に該当してヤリイカや
ハタハタの回遊あるいは産卵の可能性があることが
前提となる。
(3)保護育成機能
上述のとおり、防波堤等の沿岸構造物に形成され
た藻場の特性、そこに生息する底棲生物（ウニ・ア
ワビ等）との関係性、ヤリイカやハタハタの産卵機
能については多くの研究が進められてきた。しかし
ながら、沿岸域を回遊してくるニシンやハタハタ、
河川を行き来するサケ等の移動性の大きい水産生物
種の生活史の中における沿岸構造物の利用状況は不
明な点が多い。
一般的に、魚類の産卵行動や卵から孵化した稚
魚・幼魚が一次滞留する事象や根付きの魚類（ソイ、
メバルなど）は沿岸構造物を生息場、策餌場などと
して利用する事象などが考えられる。佐藤ら 20)21)は
釧路西港島防波堤背後盛土の起伏ブロックにおいて、
藻場の形成に伴い葉上葉間生物が多く出現し、それ
を餌料とする魚類等が図-2及び写真-5に示すように
蝟集していることを確認している。しかし、具体的
に魚類等の保護育成に寄与する沿岸構造物が有する
生息場、餌場機能等のメカニズムについては未解明
のままである。
前述の水産環境整備を推進し沿岸域の生産性を向
上させていくためには、漁港・港湾・周辺海域の利
用状況や保護育成メカニズム（保護育成機能）を、
魚種の違いや季節特性、地域特性といった時空間的
に評価する手法の構築が必要である。特に、北海道
周辺海域が水産生産上重要な位置づけがあるものの、
寒冷海域の魚種を対象に沿岸構造物との関連性につ
いて検討を行った事例は少なく、水産生物の生息環

図-3 沿岸構造物が有する保護育成機能

写真-5 起伏ブロックで確認された魚介類21)
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図-3 沿岸構造物における保護育成機能

境空間の包括的な改善・修復・創出するための検討
手法の確立が大きな課題である。加えて底生生態系
を含む基礎生産構造を把握し、食物連鎖の高次の生
物を踏まえた生態環境保全技術の開発に資する機能
評価手法の構築が必要である。これらの検討により、
図-3に示すように港湾漁港等の沿岸構造物自体ある
いは沿岸構造物により形成される静穏域において水
産生物の保護育成機能の付加が可能となる。

３．保護育成機能の評価手法
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今後、沿岸構造物における水産生物の保護育成機
能を強化するための整備技術の開発が求められる。
そのためには、まず水産生物の生活史から見た行動
特性を把握し、複数の環境因子の生息環境としての
適正を判断する必要がある。例えば齋藤ら22)はナマ
コとハタハタに関する沿岸構造物との関わり合いに
ついて生活史の観点から考察している。さらに、対
象種を増やして資源水準底上げに最も効果的な生活
段階における環境因子を創出するための沿岸構造物
の構造・配置等の検討が必要である。現在、想定し
ているこれら一連の検討の流れを図-4に示す。
環境因子を選定する際、選定する環境因子と生活
段階の時間軸は一致させなければならない。例えば
有効な発育段階として稚魚期を選定し、それが春季
ならば環境因子も春季の値を抽出する。同じ魚種で
も生活段階で支配的な環境因子が異なるならば、注
目する生活段階に応じた環境因子を選定する必要が
ある。また、対象魚種の生残・成長に関する生息環
境の支配要因等を十分把握することが重要であり、
魚類の生息は餌料の有無に大きく依存することも重

アイナメ科
エゾメバル
カジカ科
タウエガジ科

生活史の把握

現地観測データ解析
対象魚種の設定
地域におけるこれまでの漁業実態、漁
場整備の実績、その他地域環境特性

対象魚種の生活史の把握
対象魚種の生活史に関する知見を集約し、
港内における生活段階をは把握する。

環境因子の把握

図-5 水産生物の生息環境マッピング解析のイメージ
環境因子の選定
水温、水質、底質、餌料、水深、天敵、
流況、藻場等

環境因子の空間分布の把握
・生息環境に影響する環境因子を選定
・複数の環境因子を包括した生息環境把握

港内配置箇所選定
図-4 適切な機能発揮のための配置箇所選定フロー
図-6 保護育成機能付沿岸構造物のイメージ

要事項と捉えられる。
これら水産生物の行動特性を把握するためには生
活史を中心として以下の5グループに分類できるも
のと考えられる。

の適性を生息環境マッピング解析として構築する。
こうして沿岸構造物が有する水産生物の生息環境と
しての適正を十分に把握した上で、さらに適切な機
能を発揮するための構造・配置を選定する必要があ
グループⅠ：港内で全生涯をすごすもの
る。
グループⅡ：港内が産卵・孵化の場となっているが、
以上により、港湾・漁港等の沿岸構造物が寒冷海
索餌・生息は大部分において他の海域
域の水産生物種の産卵場・生息場として機能するメ
で行うもの
カニズムを解明するとともに、機能評価技術の開発、
グループⅢ：産卵は他の海域で行われるが、例えば
機能強化に資する整備手法の技術開発を行う必要が
港内が主な索餌・生息の場となってい
ある。最終的には、図-6に示すような水産生産力向
るもの
上のための水産環境整備等が図られることが期待さ
グループⅣ：港内が単なる越冬場であるもの
れる。
グループⅤ：港内が単なる回遊の通過経路になって
いるもの
４．おわりに
表-1は、ある港の港内における魚介類の生息状況
を一定期間モニタリングし、上記の分類を行った結
果である。生物種・生活史によって港の利用形態は
様々であり、今後、これらの分類データを多く蓄積
する必要がある。
次に、集められたデータを用いて港毎に整理し、
空間的に把握・評価する手法の構築が必要である。
例えば、図-5に示すように生息環境に影響する環境
因子として、水深、底質、藻場等を選択し、GIS上
に空間分布図を作成する。これらの分布図を重ね合
わせて、複数の環境因子を包括した生息環境として
表-1 行動特性の分類例（現地観察期間 H27.3～H27.8）
港の利用形態

Ⅰ型

Ⅱ型

Ⅲ型

Ⅳ型

Ⅴ型

生息場
（全生涯）

産卵・孵化場

策餌・生息場

避難場
（時化・越冬）

通過経路
（回避）

上層（0から-2m）
下層（-5m前後）

ハゼ、アサリ、
ホタテ、ウニ

ニシン、ハタハタ

エゾメバル

イカナゴ

カレイ、カジカ、
アイナメ、ミズダコ

スケトウダラ

カタクチイワシ、
ボラ、ウグイ
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北海道周辺海域は世界的にも有数の好漁場として
知られており、過去から水産資源を維持するため増
養殖事業を始め様々な取り組みがなされてきている。
我が国の食糧供給基地を目指す北海道にとって水産
資源の安定的な確保は重要な課題であり、港湾・漁
港空間もその一翼を担う観点から重要な場所と位置
づけられる。
これまで経験的に知られてきた沿岸構造物と水生
生物との関わりは多数存在する。今後は、これらを
科学的学術的裏付けによって体系化し適切に評価す
る技術の確立が必要である。これまで、沿岸構造物
と藻場造成に関しては機能評価の提案 23)が成されて
いる。これに魚介類等の水生動物も対象とした評価
技術の確立が必要となる。最後に、これらの知見が
前出の「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」 4)に反映されることを切に願う
ものである。
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