技術資料

北海道南西部における漁港の水産生物保護育成機能に関する基礎調査
梶原
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２．調査・分析項目

近年の水産資源の低迷や藻場・干潟の減少を踏ま

調査は、2016年9月から2017年4月まで、北海道南西

え、水産資源や豊かな生態系の回復を目指し、水産生

部の寿都町に位置する寿都漁港周辺の11地点で行った

物の生活史に対応した生息環境空間を創出する「水産

（図－1）。主な調査内容は、観測機器での物理環境

1）

環境整備」が推進されている 。沿岸域は水産生物の

の連続観測と、餌生物（動物プランクトン、底生動

生活史において重要な空間であり、その中で漁港など

物）や魚類の定期的な分布調査である。

の沿岸構造物は、本来機能に加え、自然調和型機能
（静穏域創出機能、藻場創出機能、産卵礁機能、魚礁

10m

2）

機能）を有し 、水産生物の貴重な保護育成場である
ことが知られている。したがって、沿岸構造物に対し

ᑑ㒔
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て、効果的にこれら保護育成機能が発揮され、機能強

St.2
St.6
St.1 St.5
St.4

化を実現する整備技術が求められている。
現状、保護育成機能については、例えば漁港内での
魚卵などの発見や構造物周辺における魚類の蝟集状況

0

の確認など、定性的に状況を理解されていることが多
く、より詳細な検討が必要である。具体的には機能の

15m

0.1

St.7

0.2 km

図－1

調査地点

（水深：海底地形デジタルデータ、日本水路協会）

実状を把握し、定量的に定義するとともに適切に評価
を行った上で、整備手法を検討する必要がある。

２．１

連続観測

漁港の保護育成機能に関する研究事例は全国的に少

水温・塩分計はSt.3、6、8の表層（水深約1m）に、

ないが、北海道を除いた国内の海域では、魚類出現特

水温・波高計はSt.2、9の海底に9月に設置した。4月

徴

3、4）

5）

や、生態系構造、生物現存量 などによる漁港

の環境特性の把握や、キジハタ3）やイセエビ6－8）に着

中は漁港周辺での漁業活動により観測機器を設置でき
ないため、3月末までの物理環境データを取得した。

目した水産資源増殖機能を強化した漁港施設の開発な
どが報告されている。しかし、北海道周辺海域は水産

２．２

定期調査

生産上重要な位置づけにあるものの、寒冷海域の魚種

各試料（動物プランクトン、底生動物、魚類（卵、

や季節変化などの地域特性を考慮した漁港の保護育成

稚仔魚、幼成魚））を、夏期からの四季を意識し、

機能に関する知見は乏しい。

9、11、2、4月に採取した。なお、港内中央部（St.4

これらのことから本研究では、保護育成機能の寒冷

～6）のみ4月ではなく3月に魚類試料を採取した。ま

域漁港での整備手法提案に向け、手始めに、港内泊地

た、各地点において水質計による水温、塩分などの鉛

の高波浪からの避難場、餌場機能に着目し、北海道周

直観測を行った。

辺漁港の保護育成機能に関する基礎的知見を得るため

動物プランクトン試料は、St.2、7、9において、水

に、港内の波高などの物理環境、動物プランクトンな

深の半分より上層で北原式定量ネット（目合い0.1

どの餌環境、魚類の時空間分布などの調査を進めてい

mm）の鉛直曳きにより採取し、種毎の個体数を測定

9）

る。本技術資料は、これまでの調査結果 とともに未
発表データを示し、基礎資料として提供するものであ
る。

した。4月のみ全層を鉛直曳きした。
底生動物試料は、St.2、7、9においてスミス・マッ
キンタイヤ型採泥器（採泥面積0.05m2）で各地点2回
堆積物を採取し、1mm目合いのふるい上に残ったマク
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ロベントスに関し種毎の個体数、湿重量を測定した。
卵および稚仔魚試料は、全地点の表層、底層におい
てマルチネット（開口部1m×0.5m、目合い0.335m）
の50m水平曳きにより採取した。幼成魚試料は、St.3、
6、8に刺網（網長20m、網丈1.2m、3枚網脚長：外網9
cm、中網1.2cm）を表、底層に午後に設置し、翌朝回
収し採捕した。魚類試料は種毎の個体数、体長や重量
などを測定した。また、4月に採取した幼成魚の一部
で胃内容物を分析した。
加えて、魚類が生息する鉛直位置（表層、底層、海
底面）を確認するために、9、11、2、3月にSt.1、3、
4、6、8において50m測線上でSCUBA観察を行った。
３．調査結果
３．１

漁港の環境特性

３．１．１

物理環境

寿都漁港周辺の水温、塩分、有義波高の連続機器観
測結果を図－2に示す。
水温は、9月初旬から10月までは約20℃以上で、定

図－2

水温、塩分、有義波高の時空間分布

常的な地点間の差は見られなかった。しかし、10月以
降2月初旬まで水温の低下にともない、地点間の差が
明確になり、港外に比べ港内、特に港奥で低く、最低
値は港奥St.2底層で1.9℃であった。水温差はSt.2と9で
12月中旬に最大2.7℃となり、その後減少した。また2
月中旬から3月中旬までは全地点5℃前後、4月定期調
査時は全地点7～9℃であった。
港内の塩分は、St.7南側や南側の旧港に流れ込む小
川の影響が考えられたが、常に30psu以上であった。

図－3

動物プランクトンの時空間分布

港内St.2で観測された有義波高は、最大で0.25m、
期間平均0.15m（標準偏差±0.02m）と、港外St.9（最
大2.47m、平均±標準偏差0.74±0.45m）に比べかなり
低いことが確認された。
３．１．２

餌環境

動物プランクトンおよび底生動物の港内外での時空
間分布を図－3、4に示す。港外は港内と同じ水深帯
（4～10m）が岩場であったため、水深15mの砂場を
定点St.9とした。また、港内も礫や岩が分布している
が、岩上や礫間の堆積物から底生動物を採取した。
動物プランクトンの個体数は、港内外で同様の季節
変化を示し、11月に最も低く全地点2000個体/m3以下
であった。有意な個体数の差異は港内両地点とも港外
に対して見られなかった（p>0.05、steel’
s test）。ま

図－4

底生動物の時空間分布

た、種数は全点9月に15種以上と最も多く、2月には10
種類程度と少なかった。地点総個体数（4回の調査合
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計）の内、節足動物が全地点において最も多く、特に
カイアシ類が全体の約70％以上を占めていた。加え
て、St.2では多毛類や二枚貝の浮遊幼生も地点総個体
数の約10％を占めていた。
次に、底生動物の個体数は、港外St.9では1150個体

Scoletoma longifolia

写真－1

/m2以下と常に少なかった（332±551個体/m2）。一方
港内は、最も少ない2月でも640個体/m2以上、最大で
2

8590個体/m であった（St.2：2079±943、St.7：3329
2

Mediomastus sp.

３．２

Grandidierella japonica

Corophium spp.

底生動物の優占種一例

魚類の分布特徴

表層と底層の合計を区間平均した卵、稚仔魚の個体

±3623個体/m ）。港外に対して港内両地点ともに有

数および表層底層合計の各地点の幼成魚の個体数の時

意に高い個体数を示した（p<0.05）。また種数も港内

空間分布を図－5～7に示す。

では常に19種以上、最大57種と多かった。港内2地点

卵では、種同定できたのは2種のみであったが、カ

全4回調査での港内総個体数21235の内、環形動物が約

タクチイワシ（Engraulis japonicus）は9月、スケトウ

75％、節足動物が約20％、軟体動物が約5％を占めて

ダラ（Theragra chalcogramma）は2～4月、ネズッポ科

いた。優占種は港内外で異なる特徴を示し、港内優占

は9、11月、カレイ科は4月に採取され、年間を通して

種の環形動物のカタマガリギボシイソメ（Scoletoma

寿都漁港周辺で卵が確認された。2月に港外で最も多

longifolia）、イトゴカイ科やタケフシゴカイ科、節足
動物のニホンドロソコエビ（Grandidierella japonica）
などは、港外では確認されなかった（表－1、写真－
1）。湿重量においても、大型のハスノハカシパン
（Scaphechinus mirabilis）やキシエビ（Metapenaeopsis
dalei）が出現した9月を除き、港外よりも港内で多く、
魚類の餌になり難い軟体動物や棘皮動物を除いた湿重
量においても、港内両地点ともに港外よりも有意に高
い値を示した（p<0.05）。港内2地点全4回調査での港
内総湿重量682gの内、軟体動物が約61％、環形動

図－5

漁港内外の魚卵の時空間分布

物、棘皮動物が約14％、節足動物が約12％を占めてい
た。湿重量での港内優占種は、環形動物は個体数同様
にカタマガリギボシイソメであったが、軟体動物はSt.
2の約7割を占めるアサリ（Ruditapes philippinarum）、
棘皮動物はSt.2で9月に多かったキタムラサキウニ
（Strongylocentrotus nudus）、節足動物はSt.７で4月に
多かったカイメンホンヤドカリ（Pagurus pectinatus）
などの大型種であった。
図－6
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漁港内外の稚仔魚の時空間分布

各地点の優占種（総個体数）

St.2
St.7
Scoletoma longifolia
Scoletoma longifolia
(2208)
(2482)
Maldanidae spp.
Mediomastus sp.
(1134)
(1291)
Prionospio (Aquilaspio) aucklandica
Nephtys spp.
(500)
(1022)
Grandidierella japonica
Corophium spp.
(1100)
(490)
Byblis japonicus
Pontogeneia rostrata
(312)
(406)
Nebalia japonensis
Ampithoidae sp.
(290)
(290)
Anisocorbula venusta
Ruditapes philippinarum
(277)
(126)
Reticunassa fratercula
Macoma incongrua
(202)
(80)
Ruditapes philippinarum
Reticunassa fratercula
(186)
(32)

St.9
Ophelia limacina
(50)
Spiophanes bombyx
(20)
Chone sp.
(20)
Cypridinidae sp.
(154)
Corophium spp.
(50)
Urothoe sp.
(40)
Phacosoma sp.
(268)
Tellinidae sp.
(160)
Felaniella usta
(40)

図－7

漁港内の幼成魚の時空間分布
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く（176個/100m 3）、総個数（11地点全4回調査の合

は困難であったが、港内に多く生息する環形動物がア

計）1642の約7割は表層で採取された。本研究と類似

イナメ、クロガシラガレイ、マルタ（ Tribolodon

の調査を行っていた岡山県白石島新漁港では、毎月1

brandtii）で確認された。

回2年間の卵調査では10月以降の秋、冬期はほとんど
採捕されないことが報告されており3）、本海域では瀬
戸内海と異なる特徴が見られた。
稚仔魚は、全12種、港外では4種のみが確認され、2
月港内ではスケトウダラが卵とともに採取された。個
体数は、全地点とも11月に最も少なかったが、全期間

䜽䝻䝋䜲

䝬䝹䝍

䜶䝌䝯䝞䝹

䜸䜴䝂䞁䝮䝷䝋䜲

䜰䜲䝘䝯

䜴䝭䝍䝘䝂

を通して港外よりも港内で多い地点が確認され、総個
体数920の約9割が底層で採取された。多くの全長は約
5～10mmであったが、時期により全長の大きな種も見
られた（9月ウキゴリ属（Gymnogobius sp.）25～45
mm、クダヤガラ（Aulichthys japonicus）81mm、11月
アユ（Plecoglossus altivelis altivelis）、4月タテトクビ

写真－2

レ（Aspidophoroides monopterygius）約16mm、4月ハ

３．３

ナジロガジ（Opisthocentrus tenuis）15～30mm、タウ

３．３．1

エガジ科10～20mm、タケギンポ（Pholis crassispina）
135mmなど）。

刺網で採取された幼成魚の優占種一例

漁港の保護育成機能
高波浪からの避難場機能

水温や塩分の急激な変化は生物にとって大きなスト
レスになるが、寿都漁港内の物理環境は、港外に比べ

幼成魚は、全25種が確認され、各種総個体数（3地

静穏でありながら、水温、塩分は港内外で大きな違い

点全4回調査の合計）ではクロソイ（Sebastes

はなかった。そのため、漁港は高波浪などからの避難

schlegelii）（43個体）、マルタ（Tribolodon brandtii）

場としての機能を有すると考えられた。前述の白石島

（17）、エゾメバル（Sebastes taczanowskii）（14）、

新漁港3）では、年間12回の調査結果を累積した卵、稚

オウゴンムラソイ（Sebastes pachycephalus nudus）

仔魚の個体数がともに港内で港外よりも多く、港内に

（11）、アイナメ（Hexagrammos otakii）（11）、ウ

集積しやすいことが確認されている。その理由とし

ミタナゴ（Ditrema temminckii temminckii）（9）が多

て、潮流により港内に入った稚仔魚は、その生態と生

く、総個体数145の約7割を6種で占めていた（写真－

息環境条件により、流れに定位でき、餌料があり、ま

2）。また、出現頻度はアイナメが最も高く全4回の調

た外敵に対して隠れ場のある漁港に留まり、集積した

査で確認され、次にクロソイ、エゾメバルは冬期2月

ものと考察されている3）。寿都漁港では、白石島新漁

以外3回出現した。季節変化は全地点同様の傾向を示

港に比べ潮汐流は弱く観測された波高はやや高いが、

し、11月に最も個体数が多く、2月に減少した後増加

卵に比べ遊泳力のある稚仔魚の個体数が港内で多かっ

していた。秋から冬にかけ水深50～100mに移動する

たことから、稚仔魚期は港内の波浪からの避難場機能

ことが知られているクロソイ

10）

などは冬期に減少す

るが、移動性の低いアイナメや北海道で種苗放流の事
業化が検討されているキツネメバル

11）

を利用している可能性が示唆された。
また、卵は表層、稚仔魚や幼成魚は底層で多く採取

などは冬期も

され、SCUBA観察においても海底付近の利用が確認

港内で確認された。全長は約7～40cmの範囲にあり、

されたことから、それぞれの生活史段階に合わせ、機

出現頻度の高いアイナメは体長14～34cmで1～4歳、

能を整備する鉛直位置も検討する必要が考えられた。

クロソイは全長19～29cm、エゾメバルは全長16～20

３．３．２

cmで1～3歳と考えられ

10）

餌場機能

、様々な年齢の魚が港内を

港内では動物プランクトンだけでなく、港外に比べ

利用していることが確認された。また、総個体数の約

底生動物も多く現存したことから、漁港は餌場機能を

7割が底層の刺網で採取されたが、SCUBA観測におい

有すると考えられた。加えて、幼成魚では移動性の大

ても、観察された全個体は下層を遊泳または海底面近

きいクロソイなどは季節的、全調査で確認されたアイ

傍に分布していた。胃内容物では、港内底生動物の優

ナメなどは日常的に港内に生息し、アイナメの胃内容

占種であったニホンドロソコエビがアイナメ、クロガ

物に港内底生動物優占種が確認されたことからも、漁

シラガレイ（Pleuronectes schrenki）で、さらに種同定

港内の餌場機能を利用している可能性が示唆された。
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性－自然海岸との比較・検討－、応用生態工学、

４．まとめ

Vol.15（1）、pp.1-17、2012.
本研究では、寒冷域漁港での保護育成機能の整備手

5） 三浦浩、伊藤靖、吉田司：漁港の生態系構造と生

法提案に向け、北海道南西部の寿都漁港において、手
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調査し、水産生物が高波浪からの避難場、餌場機能を

6） 伊藤靖、三浦浩、押谷美由紀、深瀬一之、吉永

利用している可能性が示唆された。2017年4月以降も

聡、横山純：漁港施設におけるイセエビの生息状

調査地点や項目を再検討し、継続して調査を行ってお

況に関する実態、海岸工学論文集、Vol.54、

り、さらに他機能の調査や現地試験により、魚類の生
活史などを考慮した水産生物と沿岸構造物との関係に
関する知見収集を進めている。

pp.1211-1215、2007.
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