
  
  人工マウンド礁の高精度造成に関する統合施工管理技術

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 中川,良文

前川,浩二
五明,美智男
平山,達也

発行元 日本水産工学会
巻/号 47巻2号
掲載ページ p. 101-112
発行年月 2010年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工や Fisheries Engineering 
Vol. 47 No. 2. pp.101-112. 2010 

[平成21年度学会賞受箆講演}

101 

人工マウンド礁の高精度造成に関する統合施工管理技術
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Integrated Construction Management and Technologies 

for High畏esolutionPlacement of Artificial Mound Reef 

Yoshifumi NAKAGAWA1， Kouji MAEKAWA2 

Michio GOMY03* and Tatsuya HIRA Y AMA，I 

Abstract 

Artificial mound reefs have been recognized to be effective for ocean nourishment and fishing 

ground development. This paper introduces their basic functions. benefits and project processes from 

planning to verification. and describes various investigation and experiments in practical works. As the 

results. several new technologies such as numerical simulation. field observation. construction methods 

and construction managements are integrated. The advanced system is successful in high-resolution 

placement of artificial mound reefs. 

1.はじめに

近年，天然礁にかわる人工漁場として人工マウンド、1il(~

(泌芥マウンド礁:海底に造成されるマウンド型の湧芥

流発生構造物)造成事業がi主目されている O 平成 9:¥1ミ!交

に造成務手された長崎県~UJぬれI1におけるマリノフォー

ラム 21~~正実験工事を始めとして il これまでにi訓JJ ，

鹿児jふがけ河の各県ーにおいて石炭灰コンクリートブロッ

ク，石材を造成素材とした計 8&の人工マウンドTil~が造

成されている。さらに， '0'11符P良県I羽海主主において， H~ 

が;造成される予定となっている O

このように複数の事例が積みA:ねられてきた一方で，

人工マウンド謀長造成を水産法殺事業に沼いる基幹技術と

して総立するためにはいくつかの諜題が残されていた。

それらは，Q)マウンドの造成による湧界流の発生と栄養

指類の上府への供給泣の定泣的予測，②投入する造成素

材のillJ成における散乱を勘案した:ljt秘形状の予jJ[lJ.③it

れによる造成素材の務下位i丘のずれの予測，④@および

③を路まえたili述・的確な施工と施工管理lL⑤i勇界流等

の発生を検証する現地1号W1J]のための要素技術の確立であ

り，これら姿業技術の統合化とifJj度化によるお精度のマ

ウンド迭hたであった。

本稿では，人工マウンド1il(~の基本的機能と効果および

造成事業の手順当:について概説した上で，既往の人工マ

ウンド礁造成卒業において筆者等が実施してきた誠笠・

{研究によって上記の課題がほぼ統一決されるに至ったJ'JW:

を報告する。
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2) 人工マウンド礁による効果

人工マウンド時(¥によるJl.体的な効果項目としては以下

に示すように，漁業~Uii:，:)\!l1JII ， ll::j)iiコスト削減， J也j或

振興などが!Jミげられる O

(1) 漁業生産量増加効果

植物プランクトンの明娘から始まる食物!!!Wlを通じた

有J[J水l宝物のt円高立とマウンド仇2造物のおっか、除機能によ

る魚、介類の生息、・蛸集効果である。.J(.1本的な効巣立mと

しては，①栄jをJ1nt郊のj';r:}JIJ(1M舵1:.iiUJJijLl二)によるn=.
政JI~:の的力11，②才}ll::n=.物やデトリタスの明白JJ (餌半、l.jN1JII)

による 1ドー旅 Jlt:の iN)JII，③時間主 (f(tTi(~効来)による生法 id:

の附加，④岩礁でI:li:物のl';r:1J1IによるlloぷiA会の明}JII，の 4

つが挙げられる。

特に，①の効来による栄建tU精力11にf'H f(tJJii'{j員IU歯科

の算定三Hlfíを Fig.3~こ示す。

(2) 生産コストの削減効果

まき縦漁業を対象とする効!.J~であり，①新漁場の形成

による航行，操業JI手 IliJ の~\í.縮，②航行，操業JI手 IIIJ 奴総に

VoL 47 NO.2 

1)人工マウンド礁の纂本的機能

人工マウンド礁は.以ドに示すように主に 3 つの}，~本

的機能を有するものである。~~ 1に，成約の栄後;駐日正1;:

な水塊をlUiiJ同までjニ外させ.光合成による純物プラン

クトンの1(1員立を促進し，食物述鎖を通じて有IIJ水産物の

よmil(を凶ることによる広域的な漁場形成機能で-ある。な3

2に，ブロックあるいは石材者;で形成されるマウンド機

造物がかバgとしての機能も併せJ守つことによる岩係官1:生

物の産卵・生行機能である。第 3にはぷ主主Jj4の一!こ芥に

より .Þ;1~I(するお1(物ブランクトンの体J)~ に取り込まれた

C02がー長{(物プランクトンとそれを食する動物ブランク

トン，さらにはプランクトン食生物等の糞や死骸となっ

て海底に謀総し深海に移送・沈降されr，I;IAされるとい

うCO2矧定機能て、ある。

以 l二の機能をふまえ人工マウンド話gの造成イメージを

Fig.lに，機能のイメージをFig.2~こ示すO
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人工マウンド礁の機能と効粟2)2. 

翻護軍諜視聴

An ilIustration of artificial mound reef made with stones (Jeft) or blocks (right) 
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A-植物プランクトン増加議 トt

l B:動物ア?ンクトン増加最

c' : 7'"7ンクトン食生物の総増加量

c'= AXI/2X転換効率

D = C' X転換効率

Fig.3 CaIculation of fish population in nutri巴nt
mcreasmg 

よる燃料 t~等の削減の 2 つがうきげられる。

(3) 地域振興効果

@石材

@ や子:t:::iンクリーiゾ口ック

Fig.4 Construction sites for placement of artificial 
mound reef 

でイl'.IJJi:される牧子状干ff恋物 (POM)が化学.'Io物nなに
分!げされながら沈降することにより行なわれる。これは

小・ i:f，:h'1の氷塊が数百年-2，ooo"p;n交かけて大循環し，

衣!付へのi見外述!支が 1{I~ に数n1l.\~Jitであるのに対し.

POMの沈降;IiliJitが 1Llで数トm-数I'Imという速度で

あることからこのタイムラグの分だけ炭素成分がrl'・j宋

ぷí'ÍilJlI工業における ~1~N1'.:止の 1(1IJII. 流通業における 1[:. }刊に!なflfする方向に作JIJするためである。 i見幻fFJIJによ

り ー次'H~がW:大すれば，その沈降itf も i竹 jえするものと

考えられるο

i!g)l(の INJJII. これら tJ、外の政栄(観光 ;r~{m における 'Iõ

J1uJI:ーのよNJJIIが挙げられる。

(4) その他効果 (CO~箇定等)
3. 既往事業の概襲:0

人工マウンド燃によるC021Rli主効果についてのIVJ隊な

知見はないが. C021方17i:に係わる機般としては、大気か

ら i制IーへのC02 1吸収およびIj'・ ì~I\'1へのC021tj'fliが挙げ

ら;11.る。

k':ti.からiiij，j;下へのC021吸収は. J長約栄主主n!tの;見外によ

るー次'I:.jl~の的大を通じた海水'1'のCOúìげ'((こ{手う C02

分11:の低下により hわれる可能性がある。 ヅJ¥ Ij'・ j宋

11'1へのC021tj'Wiはー次生必 ~J包l.t:とした食物述鎖の過私!

1.で記述したように. J.lL夜までに 8)~のマウンドが設

択されているo Table 1にm1j:'jJ:栄の 4122を. Fig.4(こ各

事業JJ)Jfrの概目ii-iii:ii'i:1記iを;示すo J4に示すように.マウン

ド持元で示される人工マウンドf!lf~の造成焼絞は.111 さ

11.5-15m. JlIfl1H¥J距離60-120m.liO1長ild20-190mで

あり，鹿児):i; U， ~I;1す久行U'I'のマウンドが他地点に比べ大き

な形:1えとなっている。

Table 1 Artificial mound reef projects in the past 

lX i毛山立P保JJI4Li11j可H奇iijaiiぎ!な
目立;政1;1日4j与府久以地総 iiX ijz 長崎~t県 長崎'f:県久北部地区 h!:i;JI.Ii' :L毛 lJy i'i)fl，Yd県

占J]):0 ;'1' 北・あ;j"}.!5W i毛111奇北111皮百li地1><: Y!f. I以 ilj'
必jJli

illl戊素材
経~Il:コンクリートブロック .J?i:ri 1000kg ι/ 徐行 500内k外ヌ/i附 ;M2500kl 

(1.6mf!与. 6t1 fl~j) i付夕例 l付夕 11.11 

*久北 i約r~85m. 11-Mよれy!可 : 約約85m 
水 {采 が:182m k.J将来:，f(~89m i毛]JU: ff!~76m 約63m ぷn5m

;21"主i明.約94m

117i さ 11.5m 117i さ 15m 山 さ :15m liV さ:14m 内さ:15m 

造成規模 ¥1!TrlIl¥l : 61m ilili可Wl¥l :60m ¥!nTI¥I¥1 : 75m ¥1lW¥¥l¥1 : 120m i¥¥lIiH¥J : 60m 
h勾主婦長:130m 勾11'記 長配 : 120m 1勾II(lfri:L毛:150m 成勾WiJ，毛: 190m 11'(11師長:135m 

配:1:3 : 1:2 I"ii: : 1:2.5 同己:1:2.5 主~ I"ii:: 1:2，5 

投入方法 会|別式バ}ジ自n ?と1m式ノfージ先4行、
多11的作業JTJfif，lf} 全IJfJ式パージ船 会IJfJ式パージ時代 会!日i式パージ船

任伝Aij岐h;tJ tH : T11 7~ 1 8f守l-!!立主
施工年度 H9-12'.1:皮 日15-17{1:)交 1'4 : H19~20 守 Hl6-17年度 H20-22年度

岐!同:H20ll:1立~
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①基本計画の策定

--0ニ
②適地選定

・現地読ままの実施

③設計断面の検討

.造成地点の決定

・マウンド設霞方向の決定

.!続箇誇元の決定

--0--
④施工・施工管理

Jユ
⑤モニタリング務査による

効果の検証

Fig.5 Procedur・efor artificial mound reef project 

また，造成素材としては経泣コンクリートブロック

n.6mfIJ. 6t/fll;J)と拾石 (500kg内外， 1000kglJ.J外およ

び2500kg内外Iflbj)の 2秘:泌が月jいられ，それぞ、れこ上述

船にもYみjるまれ実施位i伐にi道機・投入される。

4. 人工マウンド礁造成事業の手I1欝

人工マウンド係造成4Jî.;{~の概略的な手]llìl は， Fig.5に

示すように基本計凶i， jffii地選定，設言l'断I同検討，施工・

施工管理ll，効よiミ検証までの 5つのステッブで構成される。

以下，各段階における検討内谷，切な点等について撃型II

する。

1)基本計画の策定

以初に， lOkmlLLl)j税皮の定nuスケールで造成候補地

の選定が行われる。その際，地Jf;，水深，栄主主塩分布，

Hl;flfj，或の有無等を把握することによりマウンドT!lg漁場整

備の可能性を検討するとともに， jS成1愛知fiに対する漁業

者及び関係機関のニーズや漁場手IJJH状況，共同漁業権の

総凶等を把握して事業候補地を絞り込むこととなる O

具体的には， {J労界流発~の可能性，施工水深等の確認

のために水質戊j兄， J山形.水深条f!1宇治{，漁獲;((1Jlf(.漁

獲f誌の推移の把擦のために水接統計データが，さらには

魚、滋加漁場分布及び米利用海域の犯擦のために周辺漁場

の利用状況が整理されることとなる。

あわせて，都道府県.rliUlT村，漁業関係者等の関係者ト

調整，事業規模の設定と卒業効来の概略算定による費用

対効果分析などが実施される。

2)適地選定・現地調査の実施

広域での候補:ttl!.が選定された後に，卒業地点(数百m

~数km閲方程!支)を決定する。 i産地選定の基本的な考

え1jはTable21こ示すとおりであり，特に物理・環境条

件に関する詳細な現地調子tデータが必姿とされる。これ

らの調資データは，後述の「設計粉fITrrの検討j や「モニ

タリングi1JM交による効栄の確認・検証jのために必姿不

Table 2 Fundamental factors for deciding project sites 

ìfJfJiS;池 )f~ 施工が容易(起伏のないif<j坦な海底ilinであること

流 {兄 I;r.:̂ 'lの流述が比絞的迷い海峡であること

栄4陸Y民主立 上院にi七ベ1反対に多lAGの栄主主主包績がイF犯していること

1主' !支 上下防の鴻n主f去があまり大きくないこと

地盤条1'1今 造成後のi埋没.移動が生じない地殻であること

可欠なデータとなる O

以下，主要な現地調査の法本的内幸子を示す。

(1) 地 形 澱 蜜

マウンド礁の設問位i泣の検討のための基礎資料および

シミュレーションによる湧界流効栄子ij[lJ解析(以下，i勇

jl.Wio析という)の境界条約二とするため，選定された海減

(ìj[lj:it~ù:閃は1.5km2程度)を対象として，マルチビーム

Lf特ìJ!iJi~機器等による詳細な海底地形ìl[lJ l!l:を行う。
(2) 流況調査

マウンド礁の設i段取IJ方向の検討および湧11-解析の境界

条件とするため当該水域の平ITii・31}直的な流j兄(潮汐idt

および恨流の流肉，流迷)を犯擬する。

(3) 水質・栄養塩分布調査

i必昇fq1f析の境界条件および効果評価li(栄主主塩の湧11.. 

I首加)の法礎資料とするため，各穏栄養坂類の分布，工L

光府(千i1ifl'U約交)にI匁するとjDl1について. 'j'=jm・鉛底的

に犯挺する O 市~'ð:点は当該 iÍIî:主主の平均的な状況を犯挺す

るため. 5kmPJ11:f程度の純1mで選定するのが一般的であ

る。

調査項目は，会2送業，硝酸態窓索，ヨ五百ili酸慾窒素，ア

ンモニア慾窒素，全リン， 1)ン綬態リン，クロロフィル

aおよび透明度，光長子減交率である O

(4) 成層状況調査(水温・塩分)

1見芥解析の境界条例二とするため.水i弘.:t鼠分の王子部・

鉛I立分布状況を把憶する。

(5) ブランクトン・ベントス調査

マウンド礁造成後の事後評価(ブランクトン・ベント

スの地方11)の法礎資料とするためプランクトンおよびベ

ントスの分布状況を扱援する。当該海域の平均的な状況

を把握するため広範関 (5kml'Y方程度)でのiJllJ定を行う

とともに，対日立地点としてマウンド礁造成による彩終が

及ばないと想定される海域での調査も実施する。

3) 設計断函の検討

現地調査が完了し，各種調査データが主主恕された後に

造成地点を定め，マウンドの設佐方向を考隠した上で設

計断加の検討を行うこととなる。

(1) 造成地点、の検討

2)でまとめたように，当該水域の物理・環境条件，漁

業実態等により設定する。ただし，設定した造成地点に

おいて適正断凶が求まらないぬ合(例えば，漁獲i~JI t，
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投入予定{立震の検討とま埜綴形状の予滋j 1"'"……・~

4斗 i

| 臥予定糊の流向・械翻 i 
よユ : 

明 11落下挙動予劉シミュレーションによる投入{立鐙 I..........l
}¥ 11 終析 ! 
毎 i よ31-
?? 11 作雪量鉛への情報伝透 1 rでナtそ

11 ~， ~_~~， 1 1 ，軒婆に応じて
り1I (進入方向・投入閥摩擦) I 1 ';;;，7.，' IL! ----~~~~~~~~--~堆綴形状予
返.J..ム l'ニヱ
C I [ 所定価へ時業紛の誘導 1 125J722 
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4J.. 

続勝把握・出来形計測 IEiI 率的予関経巣との比較 i 
Construction proαss of artificial mound reef 

人工マウンド礁の向精度造成に関する統合施工管理技術

れない場合は断ITIT諸元の再設定や，場合によつてはマウ

ンドの設i紅泣方戸向jやi造左釦}成戊地点のJ丙I可1

!断析I泌係諸元の検=忌討討~すl'の手順をF日iほg.61にこ示す。

4)施工・施工管理

マウンドf!IH造成の施工手lIIfiはフV ックの場合も石村の

場合も法本的には同様である。脇工手m立の…仰jをFig，7

に示す。若3らは，長崎県北部地阪での総工機会を通じ，

施工手順にWiじ施工ならびに施工管理に凶わる要素技術

の統合化，お1文化を隠!っている。詳細は 5にて詳述す

る。

5) モニタリング読盗

モニタリング制去によりマウンド礁造成による湧芥効

来(泌界の発生と栄養織の:t(切11) や水産資源の以í~li~:ltの

尖態を把採・評価することが，新規事業をより適切に言i

雨するために!1l'2!となる。なお，効~来の発現はi毎15.と・気

象にも影響され51'・季節絡に災なることより，少なくと

も複数年にわたる調交を実施し，データを議長tすること

が望ましい。

(1) 湧昇効果の把握

1Ji'JiIjに尖方面される現地調子長と同様の調査を卒業災自主後

においても実絡し，アJj.業JiIj後の対比による交})来把擦が有

効である。把採すべき項目は，マウンド礁前後のi船兄・

水温・取分の鉛泣分布，栄養塩等・プランクトンの平

面・ ~;HI区分布およびr.rfill.画像解析によるクロロフィル a

の平岡分布状況などである。

(2) 増殖効果の把援

水践す'fìJJ;iの土目減Ul~:の把握については定1[1:的な把援が容

易ではないという諜題があるが，以 Fの調査が有効と考

える。

-標本船による漁場形成調子E

・データロガーによる漁獲実態調交

.計五t:t)号、探等による漁場形成調査

-一本釣り・ wu網等による!l!rlUt¥(¥、実認識資
， ROV~rによる附集魚類，お礁?土生態系調子f

， tま泥等によるベントス潟??そ

-ネット j~lr!l:~れこよるf.(l)JIJ • :flfd乱調子長

-漁業関係者・等に対するアンケート・ヒアリング淵1f.

Fig.7 

B/C1i江が釘標値をクリアできない等より)は造成地点を

再設定することとなる。

(2) マウンド設置方向の検討

マウンドによる湧芥効来は，海底地形， ijfiれの大きさ

と方向によって異なる。また，流れは潮流と恒Iiitに分け

て検討する必姿があり.潮流・恒流ともその大きさ・ }j

向は季節によっても異なる。こうした影響を考慮し，マ

ウンドは湧昇効果が最も大きく 1~} られる方向l に f&.ìtl~する。

具体的には， ilij:底地形や流れの大きさと方向等を総合

的に詳細・検討してマウンドの設ii1方向を決めることと

なる。一般的には，以下のように場合分けをして検討す

る。①季節による流れの方向に差の;fn~い場合 :itれの方

向に直frrJJl匂とする，②季節による流れの方向の差が小

さい場合:年lIiJの湧界効栄公への寄与・皮の大きい森・秋

季の流れの方向に直f[J方向とする，③潮流と恒流の方向

が大きく iもなる場合，季節により流れの方向に火きな差

がある場合:地形勾配のIIiJきと流れの方向がwなる場合

等においてはマウンドilql!をいくつか設定して湧界解析

(湧lfシミュレーション)を行い，その対i来を比絞検討

する必要がある。

(3) 断面諸元の検討

逃走するマウンド素材ーにより造成可能な斜ITIT勾配，施

工方法， :/iI!iI.コストはlNなり，さらにl祈而筒元(形状，

向さ，延長，斜面勾況)により湧芥効来も災なる。

そこで，断荷i諸元の検討にあたっては.斜面i勾配， 117i

さ，延長をいくつか設定して湧芥解析を実方面する。 i労災

解析結来より iFIH]の:trIIJII栄養J創立を算定しさらに明力11

栄主主塩拾に基づく耳切な効来，約集効来等の使採算定と所

要事業技による費用対効果分析の比絞検討によって最適

断聞を決定する。設定した断面でR燃とする結果が符ら

~~ 
造
成
費
の
算
定

使主主の算定

-0-

費用対効果分析

『口F

<主主>
『 ζJ-OK

断面言者元の設定1)

『口r

Z語昇解析による年間

増加栄養塩盤の算定

NO 

断iID務先の決定

1)斜函勾苦己， I認さ，延長を変えたいくつかのケー

ス告と設定する。

2)B/C ~鼠漁獲浴室設，芸評3詰霊安等で簿価する

Process for cross s巴ctionconsideration Fig.6 
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①縫殻形状の解析

一一一一弘、……

⑥間際・投入

Practical construction process with stones dumped from barge 

(J)銃鱗把握

Fig.8 

③出液製針澱
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. {~JJfJ式パージ奇心(ブロック) :間約→!日llJl¥投入

・全IJfJ式パージ船 OUi):51':絞み→IJfJlJl¥投入

なお，長崎県北部地区では，一部，多目的作業JfJ台船

によりブロックを 211~i主主総し傾斜させた投入淡泊から投

入袋i泣から治決させるような方法もとられている。

(2) 堆穣形状の予澱

:1-.五五五;}による土砂Jli右ii形状ごhHU手法である松丸らのモ

デル引を拡張して迎JfJする。この方法では.主(}直下方へ

の決ド各k<:/lUにおける水51ξ方向のブロック拡がりを，ゴ:

!段あるいは現地での取符パラメータとなる絞W;{M:&G. 

平均似 μを}日いた正規分布として表している。人一r:マ

ウンド礁においても，実際の:ljE松形状との比較から，こ

れらのパラメータに関する考祭，キャリプレーションが

TiJ能である。

(3) 投入予定海域の流速・流向計測

長崎北{11)j也 l玄をはじめ既に ~JVjたがJlliめられてきた海域

は扱iiii成分の1;};特による11.¥'/lU経過による流れの151>11ぱと

ともに何時刻における鉛泣方向の流れの反転が観察され ぬ;

た。そこで， Jili íWé~Jt ìJ[lJ がTiJímなADCPをJfJいた施工11寺の

5. 施工・施工管理技術の統合化11・5)

Fig.7で示した施工手Jljfiにおける各要素技術とその統

合化について詳述する O 石1~ ・全1m式ノfージ船での造成

における統合化イメージをFigぶこ示す。

(1) マウンド素材の投入単位

マウンド、素材の積み込み・!lli搬の効ネ・容易さ，所定

のマウンド形状，投入の効率性などをli{!1保するために司

こi二巡紛によるJlli搬・投入を行った。こblli加とllJいるマウ

ンド*;f~のおlみ合わせによって，以下のような|んj定・投

入方法を採I!Jした。 Fig.9に，ブロックおよび、拾行のflt

み込み状況を示す。

Fig.9 Loaded artificial mound reef materials on 
barge. blocks (Ieft) and stones (right) 

述続続iJ[lJを導入した。

(4) 港下挙動予測と投入位嶺の決定

j二j!sのようなi怠j兄から，珍UJJiにおけるリアルタイムで

の投入佼置の補正の臼JJII寺'I'!J:が求められる O その方法とし

ては 2つの試みがなされており，いずれも流れ場の;必殺i

を取り込むために，水-'[e流迷による水平移動f止を補正す

ることとしている。すなわち.投入にあたり船を停船さ

せる場合には， 7.虎 j主!祈 mí分布から *ì;;~ を等分'，Ifl]した各JM

の51t:):ち流を鉱山し.ブロックiHitl時/lUとの秘により推定

される各附の平均水平移動i止によって投入iiLi佼を修lEす

る。 ヅj，骨{}をAらせながらの投入の場合には，ブロッ

クの務ド挙動シミュレーション紡J，j~に海域の流IÎJJ ・流迷

と奇{}の航行迷1支を台IIti:して投入f¥i:ì(l~ を修正する。

(5) 位置計測

投入位H~i:の計測に i渇しでは， I浅ヒ)，~:lÙ!の利JfJが~IË しい

ことと向精度のiihJ[lJが必裂とされることから.人工衛星

を平IjJJlすることで限ヒ必地川にiljlj約されずにiJ[lJ定TIJ能な

広域DPGS等を)@)JJした。このシステムによる{出向の.jJ-

iJ謝料皮はO.l5m;f'U支で、ある。

(6) 作業船の誘導

投入海域の総]:条i'lーを考慮し， {I;!:船状態および航行状

態での投入に応じ所定{，i:i泣へのli量得が可能な奇filll構成を

係)Jlする。船の訴J与にあたっては，操船の支援システム

サ;を援)JJする O

(7) 堆積形状計測

ブロック投入前の地形およびf干高IL!!ljでの投入IIIi後のIH

米形iil日!IJには，例えばGPSとナローマルチビームiJ!Ui栄ソ

Fig.lO Measurement of mound configuration 

XG(m) 

し
γし'

 

i十J

YG(ml 

間

Fig.ll Typical results of mound configuration 
meas臼rement
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ナーおよび1可様布Ii正装置を組み合わせたリアルタイム地

}診計測システムなどをJTjいる (Fig.lO，1110 

6. 造成素材の投入方法の高農化i).剖

マウンド燃の底部と111奇I1では，マウンド素材のlix;1iL，

:lfHl'[位i授精度に対する妥求条件が黙なることは明らかで

ある。そこで，長崎北部地区の施工事例で採用したブロ

ック対角投入条件 (Fig.12:全開式パージ船の左舷・布

舷に問縛したブロックユニットの士、Jiijをペアとして投

入1，長崎酋部地区の拾石投入条件において， :lfHt持者皮

を検討するための縮尺1140の水理災験を災施した。
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⑧ 

1)緩翠コンクリートブロックを造成素材とする場合

対角投入時の投入後の務下j遇税におけるブロックの散

らばりについて，ブロック段数の十U:i!ilに注隠して務下軌
跡;と沈降迷!交の変化を絵理したものがFig.l3で‘ある。水

平説法[sX，深度Zについては立力体のブロック l辺の長

さDで，また沈降速度については実験により求めたブロ

1列1段投入。

nu 

Q
、一N

一

一20

10 O 
X/D 

Q 、、
N 

…10 

同 20

Vol. 47 NO.2 

ックの終宮市迷!支Iも=69.5cmで、 lft~次元化して示している。

投入段数が l 段の場合，ブロックは~f}mr初速度ゼロで

水面に突入し，その後徐々に加速しながらやがて等迷運

動に到達する。その軌跡は，わずかに左おに掠れ動くも

のの，投入地点の近傍にまとまって:1ft秘する。 <}J， 投

入段数が 2，3， 4段と増加するにつれ，ブロックの:1ft獄

中心が投入方向IJIf7Jに移動するとともに，その散らばり

も大きくなっている O 段数が嶋加した場合段EIのブ

ロックは水の抵抗をJ'iHJJに受けることから，落下初期に

は後続のフeロックと一体となって迷動するものと考えら

れる。そのため，投入1誌の全ブロックの位i泣エネルギー

に相当する初迷皮を群休として持つことになり，ブロッ

クの段数が多いほとやパージ底訴の角度である45"の入射

fIj方向への水中落下が持続する。さらに，初期に一体と

なって水百ITに突入したブロックは，水J説に衝突したとき

の抵抗力および後続のブロックの作用力によって急激に

}JII )i¥，成迷される O そのため，先行するブロックには

BassetJl'Flによる瞬間iねな流体抵抗が働くようになり，

段数が多いほど複線な挙動を示すようになるものと考え

られる。こうした紡'*から，マウンド礁の施工佼lliによ

って段数を調主きすることで， :1 ft獄形~犬の精度を上げる工

夫が可能となる。

2)ち材を造成素材とする場合

マウンド潔材として捨石をJHいた場合について，ブロ

ック同様の水疎実験を実絡した。その結果.全1m式パー

-10 

1列2殺投入。

n
H
V
 

Q
¥一N

4

一20

Fig.13 

1伊IJ4段投入
。再ZZ存立
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Fig.l4 Typical mound configurations constructed 
by stones 

ジ船からの流出流:1:: (11寺院Jill たり VU ，'If，::，~:)によって.t!H!'i

形状が見なることがIYJらかとなった。 I.点ii::が大きし、J:J)rfr

には抗右は1iH本として，小さい場合には分Ifx粒子として

涜下しており，鉛f，'()Jliijの治石の述続性には大きな十11逃

が~I: じる。その紡来，相対的なよ!t積形状は，ìíj名字ではド

ーナツ状に，後者では内部I~状になりやすい。

Fig.14は， 1品:rv日阿部地 16:五 jるでの造成~Ji.例での.t!Hi'1

形状iJ!lJJ.主主古来を示したものであり， lt内外/101.l300m:l 

の拾T:1をそれぞれj非同，111¥)'IIIJ 35s U二段)， 116s (下段)で

投入している。すでに投入消みの徐行の彩特があるもの

のそれぞれドーナツ lí~ ・ I:rJ錐型なっているのが明らかで

ある。ブロック同総，マウント政;の筋工佼ii'tによって1m

扉IP.i'liUを調殺することで， JIf初形状の粘!支を 1--げる工夫

カ宝石J能となる。

7. 湧昇流効果予測解析の高度化。)

1)シミュレーションの手11慎

【数値モデルの選定]

@me述条件

-定常， ，ド定ii:
-}j向部c. 往筏流

.潮汐周期

(日周期， ユド 5 周知~)

③昔十:w.f~l或
.流下方向
・総方向
. i詰jQ方向(水深)

[マウンド形状の設定1
・斜湿勾/je，隠さ，延長

【j勇昇シミュレーシ2ンの
爽施]
・流i車分布の~時変化
の解析

-栄喜是塩濃度分布の

送時変化の解析

|鰍釧商の蹴

i@湧持栄縫h基盤の算定

【現地2調査]

v走況(15昼夜i!!!絞観測)

滋底地1f5i!iJ!ま

透明度・ yoo7イル a'光殴

. ・..................・・・・・・・・・・・・・・・・・4・a・・・.. 

Fig.15 Flow chart for Upwelling analysis 

マウンド礁による効来のi人1.栄養i阪の1男子1-にIYJわる効

果をJi:i主するためにはマウンド礁の造成によって扮列企

(.tN力!りする年IIUの栄先取はーを符定する必要がある o Ji: 

Aのブ'iilはFig.15に示す手)lliiに従った湧舛流効果予iJ!lJ解

析による O

以ドにフローは!に示した各手順 (1まIljl①~⑬)につい

ての二考え方，官iYJ:l，(等を概説する。

(1) 流動モデル

i見好に伴う流れの鉛政JJ)(:分のWJJlがA攻:となるが，!?許

水圧モデルではそのjlf現が不十分と考えられるため非紛

;j(訂;モデルをt;fHfJしている。

(2) 乱流モデル

しESモデルに比べ;l!-ZI-:fミ仰が少なく，計算結来の泣 yl~

は小さいと判断されることより X-eモデルを採JIJしてい

る。

(3) マウンドの設置方向

現地制作のW(o析結果を!，~に;ドci如何を特定したれの主

流IIijに直交する方liijにマウンドi!ql!を設定する。
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(4) 流速条件(境界値)

一方向流(定常)とする場合，~海域の流況を!反映し

ているとは設えないことより往復流(非定常)の流迷を

lj-える。 ijfLiili自立の1j・え方は現地調和結果に主主づき， }:J、F

の2つの何れかを選択する。

， i断定成分 ('HIJな)gJ)十平均流

. i羽!J~iU&分 (.'1'-11 J認知J+ 11 JiiJWJ)十平均ift[

(5) 計算鍍域

以下を基本とする。

-流下方向 1500m~1500m (Qm位!i"1~ にマウンド

，1ltii'O 

. 111M )j IIIJ:マウンド成lidrll誌の 31;'1

. ~íHr'() flIiJ :現地水深

(6) 密度鉛随分布(境界値)

JJ!. :l1ll iUM1i紡)j~を t，~ に ìJ[lJ ，J.'，('lêJ令官むを与える。

(7) 栄養塩濃度鉛随分布(境界値)

・指tti とする栄主主iM: 制限態ヨミ主主 (N03~N). リン際慾

リン (PO←P) のうち，者r[物プ

ランクトンm両立の制限凶子を選

択する。

・ulii(lJ:分:{[i: JJL :l1ll，ìJIJ1f.結来を)，~に. iJ!U }，~: 'ÎJ制IIiを与え

るO

(8) 湧界栄養塩蜜の定義

J労1{-Sj~主主:tMllt'土， ，rI幻:領域lλjに設定した検1f.1訴隔を.il昼

過する栄公筑波!支のフラックス i止として算定する。

(9) 真光層(橋償深度の水深)の設定

以ドの誠子長結栄をjLに決定する。

・透明!交の 2~3 1l'1の水深

・クロロフィル aがJ急激に減少する水深

.古if:TfIi光一itiーが 1%になる水深

(10) 検資断頭の設定

検ヨモi却?而の!将i匂は，水面から*iIば'ti加支までとし， Illf，lJj 

líìJ は計 tí:'tlj'[域 I~M と同じとする。

わ) 湧界栄養塩翠の算定

'~IIIJ設定 J:l判Ijll~' とド潮時に応じて，それぞれのH寺

洲市に言I-tì:鎖域の下~ìft1W1Y:Mm) となる検交

11:jfTIiiの平均値で、評価。

• IIS'IIU設定・計ti:が安定するmJ!9Jで詐倒i。

Table 3 Calculation cases 

おき H(m) 総IliJWE隊 (m) 本fj函勾配 α

15 75 1 : 2.0 

85 1 : 2.0 

20 80 1 : 2.0 

15 75 1 : 2.5 

15 150 1 : 2.5 

102 1 : 2.5 

20 100 1 : 2.5 

2)シミュレーションの実施例

以下に長11Iな県凶行1¥:llli.1まを対象としたシミュレーション

の~ljÍli例を示す。

(1) 計算ケースおよび計算ケース

!iVさ， Ihf.-11lJ距離，斜而勾況の災なるi訴阪を複数選定し

11え )~I祈I掃を決定した。計trケースをTable 3'こ示す。オミ

']r:j9Uでは，各ケースにおけるB/C似，漁獲mu，総事業

t~;:，~ を総合的に評価して紋終i訴而を決定した。また，

Fig.16に，11・ti:'I;J[主主を示す。

(2) 設定流速および検査断面

i怠迷の境界条約ーは，現地，VIJ1それけミに !l~づいて.卓越す

る ìvl2 と S2分i.~)Jによる潮流成分と 'In流成分の合成流速に

より，往復流による流れ坊を古I-ti:した (Fig.17)。左か

らおへの流迷成分が〈じおから左の流j主成分がつむにホII~

する。

また，検1EWfli市はFig.18に示すとおり，流入11¥境界か

らlOOmllU阪で、 5t折 I仮設定した。 i勇fI-'~主主主J1rrflt~: のi\'I' lÍIfi に

は，この 5悶ff信の平均値を111いた。

(3) 計 算 結 果

Fig.19に，ll・tHfi来の一一iyUを示す。 I'!SIより，流れのIIiJ:き
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0.0 
悶

“づ
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1.500m 
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l‘500m 

Fig.16 Calculation model 

2.0 4，0 GO 80 100 
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平面図

Fig.17 Calculation conditions of velocity in three 
laye 

Fig.18 Setup of examination section 
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のllliと災なっていることがfilfuaされ，マウンド下流側に

おいては 1'，1(7水とド肘水のue{l-iJ"loじていることが示唆

された。

この傾向は数値シミュレーションによる扮外解析結果

においても概ね同様に凡られ，数似シミュレーションに

より解析される秘!支変化等の現象は.現地で起きている

流泌を妥当に阿波しているものと判断された。

(2) クロロフィルa濃度極大値の分布

定lx移動調資より， rs'i'!qhにマウンド1/'心からの阪自主，

縦'!q!iに各 iWl.'!.~におけるクロロフィル aWV支のねô::1I!i をプ

ロァトしたものをFig.21に示す。 1立lよりマウンド付近に

おけるクロロフィル a波!支が，マウンドから離れたWIlYI'

よりも向い傾向にあることが分かる O これより，マウン

ドにより栄主主J包がU:)tJ討に引き上げられることによって

マウンド、[I'LL，I;，(をピークに ，:J(ll:産カち包こっていること

が示唆された。

(3) 有用水産種の婿集・増殖について

ROVおよび、ï~YJ ，~:f.{t 探，j}i村正の手li 来，存 -11 ・秋の各本

でマウンドlílg部及びマウンドií1!~mLi立で、水産布川手'ftの灼集

が確認された (Fig.22)。

こ ~L らより，マウンド副長は設"Ì~I~後の 11寺 11日経過にf'!~ \，、.~.

lí1fWI:;((I.郊の ~I:息、領主主として|幾能性を発l;jl し，出'l'J:UとだけJjキ11

の多様悦をifJjめていることが線認された。

Variation of chlorophyll-a maximum Fig.21 

'2田{1-1O由o-，明。サ師号マ40∞-2曲。

Calculation results of velocities and T-N 
distribution 

(上初JII在・松iftt.II.¥" Ti?Jlll!J')が見なることにより，う1~k

:l]fのiJ1Vi分布も変化していることがわかる。

Fig.19 

モニタリング調査による効果の検証

1)調査目的と内容

平成18"1ミ!交に長崎県北部地区長.J-}.将来およびリ:久Jヒ人工

マウンド礁を対象として，モニタリングを実施した。そ

の日的は労左下効:!l~および昨j集効果のli'Mii2. と検証て、あり.

イ手不，夏季，秋季の 3本において以下の l羽1i'を行った

(Table 4)0 

2)調鷲結果

(1) 湧昇(鉛直混合)の発生について

Fig， 20に示すようにマウンドの 1;流側の1朝交は卜jA[~[11

8. 

おわりに9. 

Goals and details of investigation 

，j)l，j交のrI的 l品J .1f. Jti 11 

¥仁i怠I兄・ )J立肘・水質・プランクトン

ゆ YI 効月ミのJ巴J~j なflj.fflt似{型的f析による Chl-ai~Vx分布

(志i労11.10/(0相?と現地3制作品リミの分析

i:;J段往生物

動'JiIと効来の犯Jhl
雲氏質

己主ROV，羽交

1: Jlt M:i9..f京ぷ'J1t

Table 4 

水産ftilhtの安定供給にすfする]j策の A っとして，人工

泌1'1.マウンド礁造成 ~J~~が天然保;にかわる好漁場を築く

Z~ のずーょうt としてäll ;されている1/'，今後事業を1!liM，よく民

I)flするためには効果日l!日に関わる解析技術，脇工技術お

よびコスト j'jUi成技術のIIijJ-.とともに， ~)fì毎:h&:(こ造h記した

人Tマウンドlíl(~の効果について尖iWJデータをもとに検出iー

を行っていくことが不可欠である O 今後ともモニタリン

グ調布等を尖施しその結来をフィードパックすることに

より.より適切な ~Jf:)主計 i叫の策定に役点てていくことが

示裂と考える O
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Fig.22 Swimming Fish in school註roundartificial 
mound reef 

最後に，この皮水産工学技術'立を賜ったことに深く感

謝し，関係各伎に心より原くお礼申しあげます。本報告

は水産庁による「平成15-16年度;石材による人工海底

山脈造成の可能性調査J，鹿児島県による「平成15-16

年度;隊摩地底広域漁場殺術事業(投石試験解析業務委

託，人工i労界i注調査解析業務委託)J，静岡県による「平

成18.1ド皮;舞阪1111地区マウンド漁場造成に伴う設計業務

委託」の他，長崎県による「平成16-21.1r:皮;長崎県鴻

部地区および北部地区，広域漁場殺'I1lll工事(調査・設計

業務委託)Jにおけるi羽交成果等をもとにとりまとめた

ものであります。ここに，水産庁， I務岡県，長崎県およ

び鹿児島県の関係各佼に感謝の立を去します。
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