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漁場環境の修復修繕技術について

杉野伸義*

Restoration and Maintenance Technology 

for Fishing Ground Environment 

Nobuyoshi SUGINO* 

Abstract 
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Various environmental changes including the increase of large-sized jellyfish and the expansion of 

muddy area have recently been occurring in Wakasa Bay and simultaneously fish catches and production 

values have been reducing. Towards these environmental changes. various technologies have been devel-

oped to maintain and restore th巴fishingground environment. Applying the resp巴ctivetechnology in sim-

ple manner is not sufficient for effectiv巴 expansionof these techniques but it is necessary to fully consid-

er the restoration goals and methods from the perspectives of fishery production. proper nutrient concen-

trations. securing shallow bottom (tidal flats and seaweed beds) and the amount of bottom dissolved 

oxygen. This paper illustrates the cases of ocean fertilization technologies for the purpose of increasing 

the fishery production. biological habitat improvement technologies. and improvement technologies to 

improve th巴 bottommud quality. These were cited from ones have b吐enso far studied and conducted 

regarding restoration technology of the fishery environment. Furthermore examples of creating mecha-

nisms to promote restoration of the fishing ground environment at regional scale were introduced and 

the possibilities and problems in the case of app[ying them to Wakasa Bay were summar匂ed.

1.緒 モ 吾

5ヨ
ある。具体的には，かつてのすま狭湾の漁場環境や漁獲量

を参考に，適正な漁獲iE:や栄養主短波皮，透明度や底!郎容

近年，東京湾をはじめとする内湾域では，捜め立てに 存酸素埜などの数値目標を掲げることが重姿である。ま

よる干潟・浅場の喪失，底般の貧酸素域の拡大により， た，者狭湾だけでなく，周辺海域やi務接する地域の協力

健全な物質循環が損なわれている。 や合意形成も必要である O

草子狭湾においても，近年大製クラゲの増加や湾内底資 ここでは，現在までに検討・実施されている漁場2寝坊

の泥焚イとなど様々な環境変化が起こり，時j拐をほぼ同じ の修復修繕技術の朝'1Uのうち，漁業生産力の増大を日的

くして漁獲量や生産綴が減少傾向にある。 とした海の肥沃化技術，生物生息環境の改善技術， ?尼質

このような環境変化に対して，漁場環境を保全・修復 化した底資の改養技術についての挙例を紹介する。さら

するための様々な技術開発が進められている。今後それ に，漁場環境の修繕修復を広域的に進める燃の仕組みづ

らの技術を効来的に渓関していくためには，個々の技術 くりの事例についても紹介し，務狭湾へ適用する場合の

を添純にあてはめるだけではなし漁業生産，適正栄養 可能性と課題についてまとめる。

;区濃度. i支場(深場・干潟)の磯保，底層i容存費支素最な

どの観点から，修復目標や方法を充分に検討する必要が
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待される。若狭湾沖に人工海山を設置した場合を想定し，

鉛直二次元モデルによる移流拡散計算を行い，一次生産，

魚類等の生物生産増加設を試算し，その効果を推定した。

また，若狭湾内に海中構造物を設援する場合の材料や設

霞場所，諜題について検討した。

(1) 人工海山による生物生産鐘の増加

鉛i査二次元モデルによる移流拡散言i'算条件をFig.1に

示す。計算エリアは構造物を中心とした500mの範閣と

し，水ì~を 150m，構造物のI憾と奥行きを約100m ， ?怠さ

を水深の20%である30m，傾斜角度を30
0

，計算上の格

子サイズを5x5mとした。これに若狭湾沖の王子均的な流

速である15cm/secを与えた。

若狭湾照辺の海底は比較的なだらかな地形になってお

り，底層部には日本海国有水の影響を受けた無機栄養塩

濃度の高い水塊が存在している。この水塊は通常表層に

移動することは少ないが，これを人工的に表層に湧昇さ

せることにより海の肥沃化を図ることは，生物生産の増

大に有効である。ここでは，海の肥沃化を g指す取り組

みとして，海中構造物(人工海IlJ等)の設鐙])と海洋深

層水の利用2)について紹介する。

1)海中構造物(人工海山等)の設鐙

人工海山の設援により，一次生産や漁獲量;の増大が渇
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海の肥沃化(無機栄養塩の供給)2. 

若狭湾で実il!Uされたij!i.存無機態窒素の僚をFig.2に示

す。水深の浅い音~分で濃度が低く，海面下50m以深で、淡

皮が上昇し，海底部では表層の約10倍の濃度になってい

る。

人工海山設鐙によるi容存無機態窒素の変化予測結果を

Fig.3に示す。初期伎に対して，右1l!IJ7Iミら15cm/secの流

れを与えると，構造物の前後で濃度のI弱い水塊が湧奔し，

その濃度は海部下40-1l0mの総閣で初期値の1.5倍以、j二

になることがわかった。

栄養士長の濃度変化が実際の生物生産澄にどのくらい寄

与するか試算した。若狭湾の生産!習を透明度別に 3つの

ケースに分けて， Fig.1で、計算したエリアにおいてそれ

ぞれのケースにおける縞物プランクトン，プランクトン

食住小型魚類，魚食性大lli!魚類の年間増加量を計算した。

結果をFig.4に示す。その給条，透明皮のおい若狭湾illJ

を想定した生産隠100mでは，縞物プランクトンは約3.2

万t/year，プランクトン食性ノj、製魚類は約0.4万t/year，

f!A食性大型魚類は約0.04万t/yearの増加が期待できるこ

とがわかった。また，透明度が沖合いの約半分である沿

岸域の生産層50mで、は，生産選:の増加はi中合の50-60%

程度であった。

(2) 海中構造物の材料

人工海社lや魚礁の材料をTable1に示す。以前は廃船

をそのまま魚礁として利用することも多かったが，近年

Condition for the calculation 
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Fig.3 Predicted changes of dissolved inor'ganic nitrogen 

は様々な産業副長室物の利用が検討されている。工業系で を設援する場合，どのような1易所が適しているか検討を

は，主にお炭火力発電所で発生する石炭灰，製鉄所で発 行った。検討結巣をFig.5に示す。若狭湾では， Fig.5の

生する鉄鋼スラグ，石油精製工場で発生する改質硫黄な 点主主より 7111側は底ぴき網漁場となっており，そのような

どがあり， 1除機栄養成分を多く含むことや，海藻類や1-;]

若生物の着伎が良いという特後を有している。林業系で

は，間伐材をi!.J，~!長へ利用する事例が増加している O 水産

系では，水産加工業で発生する貝殻を魚礁に利用するこ

とが検討されており，カキ養殖が盛んな若狭湾において

は，カキの貝殻をえjいた f.M!~が実別化されている。

(3) 若狭湾における海中構造物の設霞候裕場所

表狭湾沿岸域において海の肥沃化のために海中構造物

Mat巴rialsof subsea construction Table 1 
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場所に魚礁などの構造物を設置することは操業の支障に 海洋i*1ffi水の利用例をFig.6に示す。

なるため，資源保護など特別な理由がないl浪り現実的に 低ia性については，発電所の冷却水として利用するこ

悶嫌であると考えられる。一方，水深100m以浅には既 とにより，発電効率の向上とiMI:lするCOzの削減が可能

に多くの魚、礁が設i置されているが，古い時期に設Eまされ である。清浄性については，食品のほかに医療や健康彦

たものも多く，地域レベルでは新たに魚礁設援を望む戸 君主に利用されている。富栄養伎については，陸上の増養

が多い。また，近年金問的にE車場や磯根資源の減少が河 嫡施設での利用のほか，海域に直接散布して海洋生物の

題となっていることから， i祭場造成のためのi築礁の設援 増殖を推進させる取り組みも検討されている。似し，こ

も望まれている O このようなことから，若狭湾において れらの利用を実際に行う場合，海洋深賎水は沿岸海水と

魚礁の設置候補箇所は水i*100m以浅の海域となり，深 奥なる性質を有しているため，再放流後の環境への影響

礁はそのうち設霞笛所が有光胞となる浅い海域であるこ を極力少なくする配慮が必要となる。

とが必要となる。また，人工海111の設泣場所は，無機栄 (1) 海洋深j建水利用によるC02収支検討

養塩類を十位富に含む水i*150m以i梁で、なおかつ成びき網 海洋深潟水を60万kW級の火力発電所冷却水として，

漁業と競合しない場所として，急峻である越前岬沖が候 1 EIあたり 100万m:lを利用した場合のCOzJ収支について

補地として考えられた。 検討した結果をTable2~こ示す。対象地域は，実際に深

2)海洋深隠水の利用 隠水利用が実用化されている高知県と富山県とした。

海i!('i利自水(おおむね水深200mJよj、深の海水)は低 深層水を冷却水として利用すると，発泡効率が1.39%

。i~) ì民性 (3~ lOr) ，清浄性，富栄養性が特徴である。 向上し，その場合のCOz削減量は約4.5万t/yearとなるが，

Fig.5 Proposed locations of undersea 
construction installation 

Fig.6 Cases of deep sea water utilization 

i栄}透水の取放水If.¥'に大気中に放出されるCOzが約0.5万

t/yearとなり，差し引きすると 1年間で約 4万 tのCOz

削減効泉がj招待できる。さらに，再放流された深層水に

より槌物プランクトンや海ii¥ii綴による生物淘定廷が地力11

するため， C02ì~íIJ減効来はさらに大きくなると考えられ

る。

(2) 若狭湾における海洋深層水取水候繍場所

若狭湾沿岸域において海洋深層水を利用すると仮定し

た場合の候補場所について検討した。才5'J~と湾iljl には日本

jlij:間有水という栄養塩類の裂かな海水の存在が知1られて

いるが，建設コストを総力かけずにこれを取水するため

には，際からの距離をできるだけ短くすること，すなわ

ち急峻な場所を選定することが議姿となる。このような

観点から，務狭湾における深層水取水候補場所としては，

Fig.7に示す越前向11il¥1が適地と考えられた。

3.生物生息環境の改養(魚礁・藻降、の設霞)

現在，若狭j前こ設i注されている様々なj!A~íí\のうち，環

境負荷が少ない 2種類の魚礁について紹介する。

Table 2 Reduction of CO2 emission from thermal 
power plants using deep sea water 

耳目 自 お主/1 nrrlJ 

i?t~防水発泡利}刊によるCO2削減期待Í'i~l(A) t 44.900 

iま}誇水l氏*によるCO2紋f'-Hu:
5.300 生物l認定 (B)トCO2

な し
CO2削減益上(A…B)t-C02 39，600 

生物l討定がある場合のCO2!illl1:l笠 2，000 生物限定 (B)トCO2
あ り

c02i11J滅長(A-B)t-C02 42.900 

LNG6075KW発~1t所手IJ刑事100% :冷却水設 100J5m'/EI
E課長i水利!I!による発電効率のli'Ltは1.39%.lJi:illi投書):1.72万kLlil'

版社Ii1 L=38.2M]， lJ;¥ ill!封HJi係数はO.日684kgCO，/M]

5.500 

39.400 

2，600 

42，300 
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の写真を示す。潟さ約10m， 1 恭あたり約500~m3と比

較的大型である 10.0型は，王子成19~21年度にかけて福井

県嶺l菊地方の水深60~80mの海域に 6~左設援されている。

やや小型の2.2m!は，主に浅海域の藻場や磯根資源、の増

殖を臼的として設置されている。またこれらの魚礁は，

貝殻をメッシュパイプに詰める作業など魚礁製作の…音1;

を漁業者自らが行えることが大きな特徴となっており，

漁業の閑散郊の緩用創出にも役立っている。

2) 炭を利用した藻礁

もう一つの魚、礁f0Jは，炭を利用した漆礁(漆場造成を

目的とした魚礁)であり，炭の特性であるCOzの閤定効

果(カーボンニュートラル)と，多孔質性lこよる海藻i/'ll

の胞子義主主効果が期待できることから，若狭湾沿岸域に

おいて試験的に設霞されている1)0Fig.9に若狭湾に設霞

された炭を利用した渓礁の設置直後と 3年後の比較写真

を示す。元々海漆類が少ない海域に設設した場合でも，

Fig.7 Proposed locations of deep sea water intake 3年後にはホンダワラ類の繁茂が確認されたo Fig.lOに

炭を利用した渓礁と閉じ形状・国績のコンクリート構造

1)員殻魚礁 物の海藻類送生数の比較結果を示す。太平洋沿岸域では，

表狭湾では，カキ養殖で発生する大裁のカキ殺を利用 アラメ，カジメ等のコンブ委員の着生数が対照、区の 2~3

した貝殻魚、礁(表中層魚類を対象としたシェルナ}ス 傍，日本海沿岸域で、はマメダワラ，ヤツマタモク等のホ

10.@t 魚介類増殖を目的としたシェルナース2.2~ü な ンダワラ類の着生数が対!花区の 4~5 倍と，いずれも良

どが設j設されている3)0Fig.8にそれぞれの魚礁の設援前 好な結来が得られている。

Fig.8 Shell reefs installed in Wakasa Bay 

Fig.9 Seaweed reefs made of charcoal in Wakasa Bay 
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..c開 creteaAl::clr会efusngc凶 l Table 3 Examples of bioassay for the artificial sands 
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Fig.lO Number of seaweeds growing on the 
artifici註1plates 

4. 尼質化した腐震の改善

若狭湾では，ホッコクアカエピなどの増娘を日的とし

た海底耕うんが行われている5)。また，三大湾に代表さ

れる内湾の沿岸域や海底窪地では，底質の悪化や底層の

貧酸素化が問題となっている O これらを改善する方法の

一つに稜砂があるが，近年海砂の採取がrn難になる一方

で，三大湾なと守で、は航路i変j楽土砂が余ってきており，そ

の利活fflが急務の課題となりつつある。航路i変深土砂は

一般にシルト分が多く，場所によっては環境基準債を超

える有答物質を含有する場合があるため，そのままでは

利活問しにくい。そのため，改f若林との混合利用が検討

されている。ここでは，改質材を利用した海砂代替材の

稜類や特性，さらにこれらを有効利用するために必空きで

あると考えられる安会性詳古田技術について紹介する。

1)海砂代欝材による砂質化

(1)改震材の候補材料

航路淡淡土砂を海砂代替材ーとして使用する場合，物理

的な強度・安定伎と化学的な安全性が不可欠となる。ま

た，大量のi如来土砂と混合する必要があるため，安定し

た供給量の確保とコスト砲の問題もE重要である。このよ

うな観点から，これまでに検討されてきた材料として，

主に石炭火力発泡所から発生する石炭灰の一種であるク

リンカアッシュ，製紙汚泥廃棄物であるペーパースラッ

ジ，製綴過程で発生する製鋼スラグ，右蕊・を主成分とす

る石資系中性問化材などが挙げられる。これらの材料は，

J.[に陸上では土壊改良材などとして既に高品化されてい

るものもあるが，それぞれ成分や特性が異なるため，慎

重に利熔方法が検討されている。

(2) 有効利用のための指針

物理的な強度・安定性と化学的な安全性についての現

状を以下に簡単に述べる。海域に投入した場合の強度・

安定性については，現在明確な基準は設けられておらず，

使主主上陸上における土質利用と同様にコーン指数(底質

の硬さ)が判断材料とされる場合が多い。コーン指数は

値が大きいほど底質としての強度・安定性は増すものの，

底'l't中に生息する生物にとっては逆に生息しにくくなる

項 自 i勾 2年

主立期試験 . iア(好急砂サ性代リ毒遊議性、材底) によるバイオアッセイ試験
(1週間程俊) 手控貝

長期試験 当構長長郭(ア期1を箇ルサ溶確公落代ワ待定認出白袈試水j主主貝験にηの(強1よ成制尚る長額パ溶!似山イ成琉法オ熟境)ア。下とッ遺のLセご伝比おイ子付較試け影験る
(数ヶ月 -1年程皮)

主主化学試験 . i分(毎市砂泌販代援キ詩活Lッ材物トや焚使その用縫の)i1各自水定に法含まれる内
(ill vitro系)

易干'Ij手の検討

場合があることも指摘されているため6)，その評価につ

いては十分な検討が必姿であると考えられる。また，化

学的な安全性については， r波深土砂の海洋投入及び有

効利用に関する技術指針ム(国土交通省港湾局;2006年 6

月)Jに基づき，水底土砂に係る判定恭準の渓日 (33項

目)，判定恭添壌尽に係る有害物質以外の有害物質(2 

項目)，その他の有害物質等に係る代表的な項13 (4項

目)についてそれぞれ恭準値が定められている。

2) U実質安全性評価 (J'I.イオアッセイ)

前述のように，近年，環境改養や漁場造成を臼的とし

て海砂代替材をはじめとする様々なリサイクル資材や航

路波深土砂の投入が検討されているが，それらの安全性

の検討については，水底土砂判定事基準等の各種恭準に恭

づいて行われている。しかし，それらの恭準は海底環境

や海底付近に生息する生物を対象として設定されたもの

ではなく，実際の環境や生物を用いた安全性線認手法が

切望されている。ここでは，紺マリノフォーラム21rニ
枚只資源域殖支援技術開発jの一部として実施したアサ

リ稔J'l.を対象とした底質安全性評価手法(バイオアッセ

イ法)について紹介する7)-8)。

(1) 検討項包

実際の干潟環境や干潟に生怠、する生物を用いた安全性

評価手法について，干潟の代表生物であるアサリを用い

て検討した。検討項目をTable3に示す。短期影響(急

性毒性)を確認するため，底資環境に敏感であると考え

られる着底直後の稚只，長期影響として親兵の成長，成

熟，逃伝子への影響について確認した。その他，海砂代

替材の干潟類似環境下における長期的な湾出試験を実施

し，公定法(強制的な溶出試験)との比較を行い，それ

らの結果から総合的な底質の安全性評価手法について検

討を行った。

(2) 検討方法および結果概要

Fig.llに短期試験方法を示す。使用したアサリ着底稚

只はlmm未満の人工的に生産された健全な種苗を使用

し，試験はOECDや環境省，水産庁などのガイドライン

に準拠して行った。対照区を含む 1週間程皮の試験によ

り，海砂代替材がアサリ稚気に及ぼす短期影響の有無を
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Fig.ll Short-term test using clams 

Fig.12 Scenery of long輔termtest 

把探することが司能であると評価された。

Fig.12に長jtJJ試験方法を示す。;長期試験では，まず資

材を投入して一定の条件下で長期間放置して作成した溶

出液を準備し，そのi容出主主を一定淡皮に詩ro殺してアサリ

親良(殻長約30mm) を3ヶ月!日}程度給斜しながら飼育

し，成長，成熟，遺伝子について線認した。アサリは天

然貝を使用し，試験はOECDや芸員境翁，水政庁などのガ

イドラインに準拠して行った。成長については殻長. i扱

重量，肥満度の確認，成熟については総繊切}れこよる卵，

精子の形成状況の確認，遺伝子についてはコメットアッ

セイ法による遺伝子の奥?吉確認をそれぞれ行った。

以上の短期試験，長期試験結果と各種分析結果を元に，

各資材の安全性について総合的な評伝fi法について検討し

た。

5. 修繕修復のための仕組みつ、くり

若狭湾や日本海という規模で環境修復を考える場合，

水産の資源管:理の考え方のように，府県や利答:関係を超

えた協力の仕組みづくりが重姿であると考えられる。こ

こでは，漁場環境の修復修繕を実施するにあたり，雪作者

がメンバーの一員である 2 つの取り級み~;:例について紹

介する。

1) 貝殻利用研究会

貝殻利用研究会は.JF全i魚速を事務局とし，学識者，

f卒、礁メーカー，環境コンサルタントなどから機成されて

おり，資材の開発，設計・提案，脇工，環境調資・分析

などが検討されている O よ主体的には，ヨミに食用として義

被された貝類の副産物として発生する貝殻の有効利用を

通じて. I水環境の改幾J.I生態系および生物多様性の

保全・間後J.I水産資源の維持・階大」の実務を目指し，

持続1iJ能な循環恕社会の構築に寄与することを目的とし

ている。これまで，只殺を}fjいた魚礁・藻礁の開発，干

潟造成・)良質改務環境共生型の港湾・漁港施設などの

提案がなされている。

2)都市裂塩性i銀地研究会

大阪湾では，大阪湾N~推進会議が中心となり，大阪

湾:再生の取組みの-l'Jitとして. I援i域・海域が連携した大

阪湾手主主主水質一斉調査が平成16年度から継続して災施さ

れている9)。本潟査は，大阪湾の水質の平均像を犯録す

るとともに，大阪湾でZ重点的に水質改穫を行うべきエリ

アのゾーニングや，効果的な施策展開に生かされること

を自的として実施されている。

者15m型様性湿地研究会は，土木・潔境・水産など様々

な分野で火i制定に関わっているメンバーにより構成され

ている。メンバーは物理的・化学的ならびに生物的な知

見に基づき，都市機能と共布できる車主力的な大阪湾の渚

空間を創出するため，港湾海域の生態系再生手法につい

て定期的な議論・検討を行っている。また，平成21年9

月には社団法人土木学会関西支部において. I魅力的な

都市現i者空間の創り方Jという一般向けの講習会を開催

した。

6. まとめ

今問，事例紹介としていくつかの環境修復技術につい

て紹介したが，人工海111のようにまだ検討段階の技術も

あれば，海洋i梁!諮水や魚礁のように既に実用化されてい

る技術もある。いずれの技術も研究開発は進められてお

り，倍々の技術は進歩しつつある状況であるが，残念な
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がら現状では，ある海域にどのような技術をどの程度適

則すればよいかなどの具体的な検討は充分になされてい

るとはいえない。そこで今後の課題を以下に示す。

まず，個々の修復技術を笑海域に適用しようとする場

合， 25該海域の現状に適した技術の選択や，最も効率的

な組み合わせ(ベストミックス)が重要となる。また，

務狭湾や臼本海という規模で環境修復を考える場合，府

県や利害関係を超えた協力の仕綴みづくりが重姿となるc

その他，食の安全が強く叫ばれるようになってきている

が，環境修繕修復事業において，環境や水産物の安全性

の確保は大前提となる。その意味でさらなる安全性の保

証が丞要になってくると考えられる。
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