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ま え が き

　当会では、今後展開が予想される海洋牧場のシステム開発に関して、昭和56年9月に

「海洋牧場システム研究会」を発足させたが、以来、同研究会は、国のマリーンランチン

グ計画に協力するほか、各種の研究活動を行い、海洋牧場の実現のための基礎固めに努め

てきた。最近では、地方自治体の海洋牧場に対する関心も高まっているなかで、当研究会

の活動は、わが国に診ける唯一の業際的な海洋牧場研究組織として広く各方面から関心が

寄せられている。

　そこで当研究会では昭和58年度の自主研究事業として、具体的な海域を想定した海洋

牧場システムのモデル構想の検討を行い、将来のわが国に澄ける海洋牧場の姿について手

がかりを得ようと試みた。折しも、農林水産技術会議では、当会に対し、58年度の依託

研究として「複合生産システムの類型化及びシステム設計に関する事前評価」を委託され

たが、その内容は、はからずも、われわれが自主研究として取上げた課題と表裏一体の関

係にあるものであったQこのため、同会議のご了承を得て、自主研究と委託研究とを合体

させて進めることとなったQしたがって、本報告書は、海洋牧場システム研究会の自主研

究と、農林水産技術会議の委託研究との共同の成果ともいうべき性格をもっている。

　海洋牧場の実現を図るにあたっては、対象とする生物資源を、ある特定の海域に澄いて

最大限に維持・管理するため、単一の魚介藻類の資源培養にとどまらず、複数の有矯魚介

藻類を時間的・空間的に組み合せた複合生産システムの開発が不可決である。したがって、

本研究では、魚介藻類の複合生産に必要なモデル海域の選定方法を検討し、生産システム

の概念設計にむけ、具体的な海域を想定して複含生産システムの生産モデルの検討を試み

た。同時に将来開発すべき技術、あるいは今後さらに推進すべき課題を鯛らかにし、もっ

て海洋牧場の複合生産システム実現のための方向づけを行なうことを目的としている。

　最後に、例年にもまして適切なるご指導をいただいた黒木敏郎先生に心より感謝すると

ともに、本研究に従事された委員ならびに海洋牧場システム研究会メンバー各位、さらに

多忙の含い間をぬって時宜を得たアドバイスを頂載した助言者の方々、そして現地の方々

に本誌面を貸りて厚く齢礼を申し上げる次第である。今後ともこれまで以上のご指導、ご

協力を訟願い申し上げる次第である。

　　　昭和59年6’月　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　海洋産業研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海洋牧場システム研究会
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第1部　海洋牧場の複合生産システムに関する基本的視点

第1章　海洋牧場システムの基本的考え方

1一¶　海洋牧場の基礎的枠組

　漁業の長い歴史的発展の過程にあって、わが国の漁業生産拡大は、　町璽狩猟”を基本形態

とし、新漁場の開発、漁獲対象種の拡大、ならびに漁獲方法の効率化によって推進されて

きたが、今日では200カイリ水域体制等による根底的な条件変化によって従来のような

方法だけでは、その生産性を維持、向上させることはできないとする考えが定着している。

　このような条件下で、なお生産性を維持、拡大するためにとられてきた：方法は漁業資源

の管理、養殖および漁業資源の培養の3つに分類できる。

　（1）漁業資源の管理

　海洋における生物生産力が有限であるとし、その資源と生産系を考慮に入れた上で、漁

獲効率を最大限に維持しようとする手法がこれである。そのため、漁底、漁期、漁具、漁

法、漁獲対象種、漁獲サイズ、漁船数、漁業者数等について各種の規制協定を設け、水産

物の安定的再生産をはかる：方法である。だが、この方法では、漁業資源を無主物として、

その管理責任を社会体制に依存することになり、生産量増大に努力すればするほど漁獲努力

を自ら制限しなければならないという問題をかかえている。

　（2）養殖

　区画された水域を専有して特定魚種を育成し、収獲段階まで人為的に管理する生産方法

で、付加価値の高い生物、すなわち中高級魚介類を選択的に生産するため、経済的にもよ

り高度な生産性が期待できるものとして実施されてきた。

　しかしながら、養殖も自然の生態系から独立したものではないため問題点も少なくない。

例えば、①内海・内湾の静穏域において、海域の生産力を上まわる養殖が行われる例も多

くみられ、特に魚類養殖では、その排泄物や未消化餌料による水質の汚染が指摘され、既

に社会問題に波及しているところさえある。②また、イワシ・サバ等、主に生餌によって

飼育するため、それらの魚類の豊漁、不漁によって経営状態が不安定となっている。③さ

らに、対象種が限定されており、最近では一部魚種に生産過剰の傾向がみられる、等の問

題点があげられる。

　したがって、養殖による資源増強をはかる場合でも自然生態系との調和と総合的な生物

生産性の評価を確認し海域全体の生産増につながるような対応が要求される。

　13｝漁業資源の培養
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　漁業生産性の向上の基盤を有用な漁業資源の増殖に依存するもので、人工種苗の生産と

放流、魚町防除など海域の生態系を形成する種の添加や置換を主な手法としており、現在

の国の重点：施策の一つとなっている。

　この：方法の問題点は放流後の行動、生態などの掌握が難しく、さらに効果的な収獲に結

びつける技術が確立されていないことである。これはシロザケやホタテガイ等、一部の対

象種で成功しているだけであり、また、種苗生産・放流者（いわば投資者）と収獲者（受

益者）が一致しにくく、現行漁業構造のもとでは投資採算を評価しにくい悩みを含んでい

る。とはいうものの、放流から収獲まで一貫した社会的体系を目指すとともに、害敵防除

や初期滅耗の防止などの手だてを組み含わせることによって今後とも資源培養の一つの柱

となるものといえる。

　このようにみてくると、漁業生産の拡大を意図する場含、特定の漁業形態に限らず、上

記三つの手法を総合し、設定する海域の環境や生態的特徴を把握して生産目標にしたがっ

て計画的効率的に展開できる漁業システムが、いわば海洋牧場創出のための基本的枠組で

あるといえる。

　この枠組を出発点としながら、対象とする海域や魚種、導入される人為的手だての内容

と構成等、後に検討するような様々な形態の複合生産システムとして海洋牧場は創出され

ることになろう。ただし、本報告の検討においては海洋牧場創出にいたる過程の方法とし

て、現在の関連技術レベルや実際環境の制約の中で考えられるシステム化およびその要素

技術に関する構想の予備的なまとめにとどまっている。しかしながら、これらの個別提案

や予備的検討内容を逐次積極的に試行していくことこそが合理的なシステム設計のキーワ

ードを求める近道であり、かつ王道であると考える。

で一2　生産拡大の視点

　海洋牧場構想の狙いは、既に国の「マリーンランチング計面」で言われているように、

海の生産力を十分に利秘し、さらに、その生産機構の再編により漁場を総合化し、生産の

効率化を図って対象種の生産力のかさ上げを行おうとするものである。

　有用種の生産増強を図るためには、まずその海における収容力が問題になるが、原則的

に海の収容力は、経時的にみると変動するものではあるが、その時の海の物理的環境と生

物間の力の競合とによって飽和し、バランスしていると考えられる。したがって、その海

域で特定種を増加させ新たな海の秩序をつくり出すためには人為的な収容条件の改変が必

要となる。

　先にあげたシロザケは、特別な環境改変なしに、稚仔放流の積み重ねによって、生産拡
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大を成功させた例として評価されているが、これは競合条件に比較的恵まれていると考え

られる。これに対して遊泳力や行動圏、競合などに問題が多いとされるマダイやアワビに

同じことを期待する場含、害敵からの保獲など生存条件の改善方策も同時に要求される。

　このように、対象種育成の場はあくまで自然の海であるが、漁業生産の増大を意図する

に当っては、その対象種に応じた生育条件の過不足の改善と監視とを前提としなければな

らない。

　ところで、生物の生活に影響すると考えられる水温や底質など生活環境のパラメータは、

これまでの多くの研究から、いろいろな様式で表現されているが、実際に環境の改変を行

おうとするときそれらの条件を絞ってゆくと図1－1－1のように正負双方の面から各要素

は4つの集団に包括される。

餌料 害　敵

食害

　　　光　　　　　　　　餌
栄養塩」」

病害

捕獲

　　　　　　塩分

DOノ　　　水温
流動

水深

海水組成 環境外界

底質

生
産
率
向

上

　　　　　　　　　図1－1－1　生残率向上要因図

〔出典：（社）海洋産業研究会（1983年）野適生活圏の拡大手法と環境モ謀タリング　　　の現状と評価、昭和57隼慶農林水産技術会議委託事業報告書より〕

　すなわち、この分類は人間の生活の衣食住という基本概念にも相当する。このように衣

食住に当る概念は、魚介類の生理状態に関わる海水組成、食料としての餌、住み方をきめ

る環境外界とに区分され、論敵は魚介類が群をなしたとき必要となる社会秩序といった4

番目の概念に当る。しかし、それぞれの内容はかなり個性的習慣的であるように、魚介類

にとっても同様の基本条件こそ重要であり、その内容については一例えば光や温度は多

少あいまいな許容枠内にあればよく一厳密なものというよりはある程度の幅をもってフ

レキシブルに対応するものである。このことは複合生産のシステム設計とそれにもとつく

生産拡大の視点に有益な示唆を与えてくれる。すなわち、人間が参加する経済行為（ここ

では複合生産システムの導入と運用）はコストや採算の制約と生産目標との聞の妥協によ
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って成立しており、システムの設計条件が厳格であり過ぎると必ずしも効率的なシステム

が形成できるとは限らない。むしろ上のように4つの大まかな要因の集団毎にそれぞれの

重みや許容幅に応じて改良技術を重点探索すべきであろう。

　例えば、稚仔段階を過ぎた生物の生育は、極論すれば「餌」と「難敵」のコントロール

こそが主たる影響要因であるということができ、システム設計の視点もここに焦点をあて

ることが重要となってくる。

1－3　複合生産システム設計のアブq一チ

　海をありのままに放卜すると先にも述べたようにその生物収容力は生態学的に飽和状態

でバランスしょうとするため、それ以上の生産拡大を図る際には、人工システムの導入が

必要であることは既に述べたとおりであるが、その代表的方法の一つとして、ある海域で

の時間的空間的な漁業生産の空白部の有効利用があげられる。その概要は第1部第4章で

改めて述べるが、基本的な設計上のアプローチとしては次のような考え方ができる。

　すなわち、全食物連鎖系のなかにあって、未利用資源増を目指すとき現行の連鎖系の収

容力のなかに資源を投入（たとえば種苗の放流）したり、収容力の一丸を空間的に仕切っ

て餌料を投入してその食性種の育成を行う（具体的には養殖）資源添加利用型と、現行達

鎖系を人為的手だてによって拡大してやり、基礎生産力を増強することによって間接的に

資源の増加を図る潜在資源利用型とに分けられる（國1－1－2参照）。　畑中左端の場合

は1餌料生物投入」つまり養殖で、この場合は増加する資源は育成対象種、すなわち図中の投入

餌料食性種である。このケースでは現行連鎖系の収容力の範囲内に置かれるとはいえ投入

される餌料生物が資源増を支えることになり基礎生産は当該海域では直接関係なく、投入

される餌料生物に既に摂取されたものとしてこれを含めて当該海域へ投入したと理解でき

る。次に、　「資源添加」の場合をみると漁業生産増をもたらすための資源増は、直接的に

生産対象種を投入するのが最も簡便な方法である。種苗放流はその典型であるが、この方

法が成立するためには、投入された種苗が資源として生育するに十分な基礎生産がなけ

ればならない。換言すれば、環境収容力にそれだけの余力＝未利用生態系がなければなら

ない。また、種苗を放流したことにより、それ自体を補食する種の出現や増大をもたらす

のは当然である。漁業資源の増大は直接生産対象種のみならず、この投入資源食性種の増

大分をも含むと考えることができる。これらはともに資源添加利用型である。

　他方、図無右側の設計上のアプローチ法は潜在資源利用型で、資源の増加を直接的な対

象種の投入によって達成するのではなく、間接的に、環境収容力そのものを拡大してやろ

うというもので、そのためには当該海域にこれを実現させるに足る潜在的な未利用の連鎖

系が存在しなければならない。この手法の例としては人工湧昇による底層未利用栄養塩の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8一



投入資源食性種の出現

投入餌料食性種．

（例・養殖魚）
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図1－1－2　食物連鎖系の全編罵体系

　（太い囲みの中が入為的手だてを意味する）

補給があげられる。もちろん、陸水利用でもよいわけで、基礎生産を増強することにより

未利用資源の増加を目指すアプローチ法である。もっともこの手法では既利薦資源の増大

も併行して昌指すこともできる。

　國中には示さなかったが、設計上のアプローチとしては、既利用生態系（図申央部）で

も考えることができる。たとえぽ、生産対象種の捕食種二三一の駆除も一つの手法といえ

る。

　このような観点から最適システム設計を試みるのがよく、柱となる技術の他にその周辺

技術や連鎖系の相互関係を考慮に入れたアフターケアといったシステム上のつながりを心

掛ける必要がある。

璽一4　複合生産のシステム構成

　（9　潜在資源の利．用（基礎生産のコントロール）

　生物生産の原動力となる食：料としてのエネルギーは、食物連鎖の循環である。食物連鎖

を単純化してみると、①プランクトンを食べるプランクトン：食性魚を通じて大型の浮魚類
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に至る基礎生産系と、②海藻の腐植や水中生物の排泄から形成されるデトリタスを食べる

ベントスを通じて底魚類などに至るデトリタス系とに大別できる。これを図式化すると、

図1－1－3のようになる。

　即ち、基礎生産系もデトリタス系も、本質的に植物に依存しており、それらの基礎生産

のコソトローールを工学的視点から考えると植物生産の基本的栄養源である栄養塩類の供給

システムを植物の増殖といかに整合せしめるかによってその海域の生物収容力を増強する

ことができるといえる。

　海水に溶け込んだ栄養塩類は、多くは海底付近に滞留し、他の多くは海底土壌に入り込

「 〔基礎生産：系〕 ⊂デトリタス系〕

魚介類 魚介類

魚食　　類魚食　性　魚　類

中間系

プランクトン食艶魚類 ペントス食性魚類

　底　生　生　物

@　　　1＜Cオベントス1マク鴇ペントス

@　　　1貝類他
動物プランクトン

、

微小動物

vランクトン

ネット動物

vランクトン デトリタス

　　　　　藝
@　　　　1　自　然
ｾ　下　糞　　l
@　　　　l沈降物

植物プランク　トン

　　　　　　　　　象iノブランクトン　　　　　・ネットブランクトン
海藻類

栄　　養　　塩　　類
陸からの流入　　　1底泥からの酬・　　　　　　　　「 　水中での分解

⇒捕食の流れ ⇒物質的な流れ

　　　図1－1－3　海洋の生物生産機構
（科学技術庁資源調査会報告第91号（昭和58年）より一部改変〉
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む。やがてこれらは海藻、プランクトンおよびバクテリアなどの種々の同化作用によって

有機物に合成される。

　したがって栄養塩の工学的コントロールを考えるとき、このような光合成を行わしめる

植物、微生物、光の存在などが把握されている必要があるし、さらに食物連鎖を構成する

生物の合理的な相互関係の存在も検討されねばならない。植物プランクトンの生産が急速

過ぎて赤潮に至る現象は、こうしたバランスの欠落から生ずることが知られている。

　また、基礎生産を増強する環境要園のうち何か不足があると、その不足要因の許容幅が

全収容力を規制して、そこからはずれる部分が未利用資源として放棄されることになる。

潜在資源利用に関する工学的手法は、当面こうした不足要因の補足手段として検討、実施

されることになろう。

　手法の例として、栄養塩濃度の高い低層水を貧栄養域に汲上げ混合する人工湧昇システ

ム、光の弱い深層域に光を照射し光合成を促進する光補給システム、生活排水を含み富沃

化した陸水をパイプラインで海に運ぶシステム、その他種々の海水混合や流動閉塞システ

ムなどがあり、それぞれ第2部に具体的な説明が記述されている。

　（2）　　資源集中　。上酒口固【」月弓

　　D種苗投入による資源補強

　有用水産資源が餌料等の環境収容力に達していないと考えられるとき、人為的に種苗を

放流しその生産量を拡大しようとするもので、海域で対象生物が占める生態的優位性を持

ち得る環境に種苗を添加して、農的とする対象種の生産拡大を効率的に行う方法である。

　一般に極めて多産性の水産生物は、当然その環境収容量が許す限度一杯に生存するが、

餌料、食害等の生物的環境および物理・化学的環境の変動等によって他生物とバランスし

生存量を変動させている。したがって、もし既存種を添加する場合、その既存種がどんな

過程で減耗しているかを事前に認識していなければならない。例えば初期減耗の著しい生

物では、その滅二期を過ぎた生育段階で放流すれば、資源増大の効果が期待できるが、一

方、害敵による影響が大きい生物についてはその二三防除抜きでは生存拡大を望むことは

難かしく、忌敵ばかりが増殖する結果となる。シロザケは前者の成功例であるし、アワビ

やクルマエビは以然として後者の問題を抱えている例であると言える。

　こうしたことから、種苗投入では種苗生産技術、親生物の管理技術および種苗放流技術

に加えて、放流後の管理技術を確立することがきわめて重要である。しかし、現在の段階

では種々の複合種との共存の中で対象種のみを独立して定量化するのは難かしく、本論第

2部では、種苗添加生産の効率化方法として積極的な中間育成（養殖）による初期減耗の

防止と人工的な藻場やナーサリー場の造成による環境改善案を示すところまでを検討した。
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　　の養殖

　上述の種苗の投入添加による資源増強に比べると、養殖ははるかに生残率が高い。すな

わち、養殖における歩留りの良さは、自然の生産効率の対比ではない。例えば、海藻養殖

を見ても自然海域では通常潮問帯から10数メートル程度の水深帯までが生息範囲として

限られるのに対し、延縄、網ひびなどの着生基盤を与えることによって海域を問わず、生

産効率の圧倒的改善を図ることができる。

　養殖における餌料と養魚との関係は先の図1－1－3に示されるように本質的に自然の生

態系の範躊にあり、それが人工的に管理されているに過ぎない。

　しかし現状の養殖漁場は、前述したように施設保全と省力管理のため静穏な内湾域に密

集し、凝集的な餌料の投与と排泄の集中がもたらす周辺海域の汚染、およびその汚染がも

たらす病害と品質の低下などが問題として指摘されている。そこで養殖を柱としてこれを

生産拡大方法に繋げるためには、対象種が自然状態で大量に生息できる環境に養殖を導入

することが必要である。しかし、そのような場所は外海域に求めざるを得ず、施設の耐波

性、養成管理の方法、操業規模の大きさなど外海養殖を可能とするための技術開発が要求

される。本論ではとりあえず、外海養殖を技術的に可能にするステップとして、耐波性大

型イケスなどに関する提案の検討がなされている。

　〈3）食物連鎖制御（連鎖系の中での漁獲コントロール）

　基礎生産段階にある動植物プランクトンなどの機能応答関係は後に述べるように比較的

安定していて、低次生産は高次の魚獲変動よりもむしろ栄養塩などの水質環境に支配され、

マグロやヒラメなど魚食性魚種の生産力は、小魚との関係に依存しがちであった。したが

って、総生産量は基礎生産の調節に影響されるが、有用資源の水揚げとして見ると小魚を

多く獲るが、あるいは魚食性魚を多く獲るかによって相互の資源調節がある程度可能と思

われる。このことは上級群にとっては、下級群を多く獲られることは“餌料”の滅少を意

味し、上級群を多く獲ることは下級群にとっては“害敵の駆除”を意味する。このような

考え方を取り入れたシステム構成も考える必要がある。

　これと関連して図1－1－4に昭和45年から10年間にわたる日本沿岸の黒潮系浮魚の

魚獲変動を示した、，これによるとマグロなどの魚食性魚とイワシなどのプランクトン食性

魚の問に安定した比率（119）が存在するのは、その栄養段階における転換効率を暗示

させて大変興味深い。イワシ・サバなど栄養段階的に同級群の総量比率が安定しているに

も抱わらず種類毎に大きな変動が生じていることも注目される。
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図1－1－4　日本沿海の暖流系魚種別魚獲量：比（％）

　柱の太さは魚獲量を表わす

　　　　　　　　　　　　（出典：漁獲統計より作成）
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第2章　海域特性の類型化とモデル海域選定方法

2－1　類型化の概念

　海洋牧場の設定に当っては、当然対象種が関わっている生態的特徴を類型化し、それぞ

れ個別に対応する最適な方法を組み合せて合成し自然生態系に許容され吸収。収れんされ

ていくシステムとして検討することが重要である。ここで類型化の進め方について留意す

べきことは、生産のあり方をあまりに自然最優先でとらえすぎ既存の個体群生態や魚群行

動などを規制しないことにこだわると生物の生理生態的特徴の区分のみが対象となり、複

合生慶システムの設計方法が多少複雑になるきらいがある、ということである。

　ところで工学的な側面からみると、むしろ地形的特徴や物理環境的特性を集約したうえ

で、余りに固定的かつ厳密な類塑化や設計の視点を持つのではなく、前章に述べたような

ある程度フレキシブルな考え方をもつ方が実際的である。つまり、ある程度のアローアン

スを見込んで類型化や設謝’適法の検討を行う方が技術的に：も現実的な考え方で、その分何

がしかのリスクを負うことになるとはいえこれは新しい試みをする場合の当然の負担とい

える。もちろん、そのリスクがとてつもなく多大で生態系を根底から破壊してしまうよう

なレベルであってはならないことは論を挨たない。

　ともあれ、海域の選定にあたっては生物的側面と地形的側面を基本とすることは間違い

ないので、その内容を以下に述べる。

2－2　生物の住み分け条件による類型化

　生物の生命活動にお・いて環境に対する要求条件は種によって様々で、同一種でもその発

育段階でその要求条件が変化することが多い。

　表1－2－1は、国のマリンランチング計画の対象に挙げられる魚種について、それぞ

れ発育段階毎の環境条件に対する要求度を簡潔に表現したものである。同表に見られるよ

うに生物はそれぞれの生態段階で規制される条件が変化し、その環境変化の許容力によっ

て住み場の様式を決定しているといえる。たとえばマダイの場合、心心魚期には海水流動

による拡散が問題となり、流れによって生活圏から脱落するおそれがあるし、稚魚若魚期

には食害を無事に免がれ得るかどうかが問題となるので、周囲からできるだけ独立した閉

鎖的なスペースが要求される。一方、成長すると逆にその鋭い歯によってどう猛な海底生

物の捕食者となり、餌料の確保のためその行動圏を拡げなければならない。

　もちろん生物生存のクリティカルな問題を論議すれぱ、海象地象の小さな変化はあ憲り

問題にしない方が好ましいと前に述べたが、発生期や稚仔生物の段階では、細分化された

パラメータの構成要素がその生残を支配する場合も多く、入為的な環境設定においては、、
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表1－2－1　環境パラメータの重要度の検討表
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対象生物に対するこのような各要素の重みを十分に認識した上で生物的類型化の検討をす

る必要があろう。

2－3　地形特性による類型化

　陸上の風土や地勢が、その気候、すなわち、太陽との相対関係によって生ずる地球的な

エネルギーの分布に支配されることは、地上の植物分布などを例に良くいわれている。し

かし海洋では、むしろ支配的な要因は熱量の大きい流動の存在と光の水中に於ける透過損

失現象であり、その性質は、地理的経緯度や気候の影響は絶対でなく、しばしば地形や水

深によって区分される。太洋の中央部が陸上の砂漠のように不毛であり、大陸棚の存在が、

太洋にくらべて圧倒的な生産力を誇るのは本質的に光の影響によるし、世界の好漁場が海

流の衝突や、海山など地形的起伏による湧昇流の存在によって形成されることも知られて

いる○

　さらに、地形や流動の影響を地域的に見ても、閉鎖的内湾は陸水を長く留めて栄養化が

進み沿岸に好漁場を展開し易く、堆積砂浜は稚貝を比較的安全に捕捉して二枚貝の資源増

産に役立っている。また潮汐による干満は各地に良好な干潟を形成し、幼稚仔再生産のた

めに望ましい環境を提供してくれる。

　このように、海洋の生物生産に及ぼす海の地形とその地形に誘導される海水流動は極め

て重要であり、その特徴によってある程度、生産対象種を設定できると考えられる。した

がって、対象種複合的な生産システムの設計については、各生物の地形特徴的な繋がりを

考慮すべきである○

　こうした観点からわが国周辺海域の類型化の一例を求めると表1－2－2（「科学技術

庁資源調査会報告第91号（昭和58年）」）をあげることができる。これは栄養塩類や

魚貝類の分布等にかかわる陸水の影響と海水の交換性等に関し、地形的特徴に基づいて分

類したものである。この区分思想は海域が比較的独立した環境を形成する特徴を有してい

てわかり易く、たとえば国の海域総合開発事業のアプローチに想定され易いように思われる。

　ところで本論での海域選定の絞り込みとしては、上のような区分概念に加えて、さらに

生物的側面を大幅に取り入れ、生態系を現行の均衡の枠内にとどまらず拡大系とし、なお

かつ当該海域で一応のバランスと連鎖体系ができるような選定の仕方が望ましい。そこで

は、改めて言うまでもなくさまざま：な複合の考え方を考慮に入れることが肝要である。

2－4　海域生産構造の総合性

　生物の複含生産システムとは、複数の対象種の共存を前提とした生態系の調和を図るも

のであり、地域的な特徴に沿った空間利用の効率化に加えて、生物間の繋がりに関する質．
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表1－2－2　我が国周辺海域の類型化

特　　　　　　性
類　　　　型

陸水の影響 海水の交換性
海　　　　域　　　　の　　　　例

→一十 十十 三陸海岸伊志摩半島，紀伊水道，四国海岸，A　複雑な海岸出域

@（リアス式海岸，

@多島海）

瀬戸内海（周防灘），盤後水道，九彊西岸，

若狭湾

B　閉鎖型湾域 十十十十 ÷

匡団灘贈，棘醐函，國，伊勢湾，大阪湾，鹿児島湾，八代海，有明海，大村湾，七尾湾

C　開放型湾域 十十十 ÷十
根湾，構伽鍬湾，襟甑囲，土佐湾，別府湾，志布志湾，橘湾，唐津湾，富　湾，石狩湾

D　単調な開放海岸域

@（岩礁，砂浜）

十 十÷十 北海道周辺，下北半島外海，常盤。房総海姥，

I伊半島

宛　沖合，外海域 十十÷十 囎中，本輔沖，［亙三日輔

F　沖合島幾周辺 十牽十 小笠源諸島周辺，南西諸島1翻辺

［＝］は本調査に：知いて対象とした海：域

　÷　の数はその強さの度含を表わす

（鋤典：「わが国周辺海域に診ける水麓資源の増強：方策に関する調査報告」

　　　科学技術庁資源調査会，昭和58年10月258）

的な検討も含めるのが望ましい。海洋はもともと種々雑多な生物の共存の場であり、生態

系を構成している生物間の力蘭係は安定しているようにみえる。その意味からすると、本

論でいう海洋牧場のイメージは自然の海の縮図であり、ちょうど箱庭のように加入物も調

和していて、しかも、外から完全に監視でき、時には手を加えて修正できる構造であるこ

とがその理想である。

　すなわち、基礎生産を促進する海域、増殖された基礎生産を海域立体的に利用展開する

空間の構成、管理の行き届き易い沿岸の中間育成、養殖水域診よび砂浜醐発域、その他が

有機的に総合管理化し、制御海域全体の調和の上で生産力を向上させるシステムの設定が

本論の自指すところとなろう。

　以上のような点を念頭に澄いて、第2部では、複合生産システムの設計に当って、ケー

ススタディーとして地域総合性を持った仙台湾周辺と山陰沖（鳥取、島根、隠岐島を結ぶ

三角水域）をモデル海域に選定している。
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第3章　複合生産システムとその分類

3一噛　複合の基本的考え方

　生物の生命活動は、ある生態系の中で、他種目との競合や共生の関係を持ちつつ行われ

ている。すなわちこれまで述べられたような、生物の再生産とエネルギー循環の概念から

しても、周りの環境と無関係に特定種だけを拡大するのは、環境保全や再生産保証（資源

管理）の立場から無理が多い。養殖の集中による海域汚染はこの典型であるし、全国で行

われている種苗放流についても、その海域の餌料や害敵などに対する配慮が十分でないと、

必ずしも良い結果に結びつくとは限らない。即ち複合システムとは簡単にいえば、1つは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暑1
対象種の生産性を高めるための生活条件（先の好適生活圏の構成因子など）の補合による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異2
ものであり、また見方をかえると同級種目問の共存を互いに支持しあう補完がなされるも

のと考える。

3－2　複合の方法

　対象種の複合を行う場合、生物の生存様式から互いに生産阻害要因とならない、たとえ

ば底魚と浮魚、あるいはプランクトン系とデトリタス系と言うような特性による住み分け

を考慮して配蟹することが基本となろう。特に繁殖や痺鰻などが時間的空間的に重複しな

いような組合せによって環境収容力を巧みに活用できる設計が望ましい。

　このような時空間的な住み分けを条件づけている実際例として図1－3－1（A）と同

（13）を紹介する。（A）は海域の干潟面積比による対象種の生産特性を示したもので、

干潟の少ない水域ではプランクトン食系の魚（イワシなど）が卓越するが、干潟の発達に：

つれてデトリタス食系の二枚貝やエビが増強され魚類が抑制されることを示している。懐

た（B）は弓場面積による対象種生産特性について示したもので、藻場が発達するとプラ

ンクトン食系に対しデトリタス食系が優i勢になることが理解できる。デトリタス食系魚と

してはマダイ、カレイなど定着性で当面の海洋牧場の培養対象となり易い底魚が多く、人

工対馬造成などによる生産力拡大を図るための興味ある指針を示すものである。

　この実例を引用した「マリンランチング計画、昭和54年度事例解析報告書」によれば、

この概念を更に展開し魚種の複含事例として次のような組含せを挙げている。

　　（魚種の複合例）

　　　D海域立体利用

誉1　補合とは、単一要素では不足したり、偏よったりする部分を他の単一要素を組み合わせて補うこと◎

幹2　補完とは、補合を重ねて完全ならしめること。
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　　　　ブリ、マグロなどの表中層魚とマダイ、ヒラメなど底生魚の組合せ

　　　の食制区分

　　　　魚食性；　ブリ、サワラ（表中層）

　　　　ベントス食性；　マダイ、カレイ（底層）

　　　　プランクトン食性；　カキ（浮遊性）

　　　　デトリタス食性；　エビ、二枚貫

　　　顧）底質選択

　　　　砂質；イタヤガイ、アサリ、ハマグリ

　　　　砂泥質；　クルマエビ、ガザミ

　　　　軟泥質；　ヨシエビ、シバエビ

　　　　泥　質；　アカガイ、・モガイ、タイラギ

　　　lv）水深帯選択

　　　　潮間帯；　クルマエビ、シバエビ

　　　　冠水帯；　ガザミ

　　　　深水帯；　マダイ、ヒラメ、カレイ

　　　〉）発育時期区分

　　　　春産卵；　マダイ、　トラフグ、サワラ

　　　　秋産卵；　チダイ、スズキ、カレイ

　このような生物の環境特性によって、先ず個別の生産システムを効率化できれば、さら

に海域特牲なども考慮し、複合的な生産システムへ総含的に発展させ得ると考えるQ
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　　　　　　第4章　複合生産システムの設計手法の検討

齢生産システムの設計の手1騎ま姻1一4一1に示す・海洋牧場構勧対射なる

海域は、全く均質な環境でなく、利用のされ方も異なっている。地形的特徴一つをとって

も、内湾閉鎖型一開放型，岩礁一砂浜，表層・一一層など多様性に富んでいるのが一般的で

あり、それぞれの環境に生息する生物種も異っていよう。様々な視点から、対象海域を十

分認識すること、このことが、システム設計に当っての最も基本的な事項であり、出発点

である。

　多様な海域から共通する事項をとりだして、大雑ぱに類型区分することは、後の作業を

進める上で大切である。類型化は第2章で述べた通り、生物的側面と地形的側面を基本と

する。

　　　　　自然条件　　生物資源　　利用状況

対象海域の類型化

類型区分ごとの問題点抽出

アプローチの：方法の検討

地域のニーズ

導入する生物種の選定

既存の工学的技術

工学的技術の評価

複合生産システム講想

環境アセスメント 経済的評価

実　施　設　計

図茎一4－1　複合生産システムの設計手順

　　　　　　　　　一21一



　対象海域の類型化区分ごとに、漁業生産構造の現状分析をとおして、生産力向上のため

に何がネックに：なっているのかを開らかにする必要がある。そして、その障害をとり除く

ためにはどのようなアプローチをすればよいのかの検討が次になされるべきであろう。ア

プローチの方法については第1章で潜在資源利用型と資源添加利用型の2つの方法がある

ことを述べている。

　この段階で、対象海域における生産量向上のための基本的考え方が明らかになるわけで

ある。しかし、漁業生産：者が、市場性、地域性、漁業技術、資本力などの社会、経済的側

面からどのような生物（種）の生産力向上を望んでいるかという点を無視しては、システ

ムそのものが意味をなさないQ少なくとも、受益者たる漁業生産者の意向を反映した、生

物種が，このシステムの中に導入されなければならない。

　以上のことで、各類型区分ご・とにどのような複数の生物種をどのような観点をもって増

していくか、そして、各類型区分ごとに、いかなる有機的つながりを持たせて構成させて

いくのか一複合させていくのか一の基本的考え方が整理されてこよう。この基本的考え方

を実行していく上で導入すべき具体的な工学的技術の内容を、既存の工学的技術の評価を

通して選択していくことになる。

　一方、工学的技術をもって、人工的に環境を改変することや、新しい生物種を導入する

ことは、既存の秩序に手を入れるわけであり、このことが、生産の向上の意図に反して、

マイナスの影響をもたらすことも考えられるので、現状の技術で可能な範囲で、環境アセ

スメントが必要である。また、システムへの投資に対する経済効果についての分析も必要

であろう。

　複合生産システムの概念設計は以上のような手順を踏むことが肝要である。

4一霊　現状認識の視点

　海域の現状認識の中で明らかにして於くべき項目は①自然条件，②生物資源，③利用状

況の3点である。具体的な調査項目を表1－4－1に示した。自然条件は、対象生物の生

息環境の把握という面と導入する工学的技術の設計条件の確定というこ重の面で重要であ

る。

　海域の生物生産は、基礎生産力に規定されており、潜在的な生産のポテンシャルがどの

程度なのか、あるいは生態系がバランスよく機能しているのかどうか、さらにアプローチ

の方法を検討する上でも、生物資源に関する情報は重要である。

　一方、生物資源の現状に対して、漁業上の利用はどの程度はかられているのか、生産量

向上の上で未利爾の生物はないのか等利用状況の問題についても十分把握しておく必要が

あろう。
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表1－4－1　現状認識の調査項目

自 然 条 件 地　　形 （沿岸地形、海底地形、河川、湖沼）

気　　象 （気温、湿度、風向・風速、降水量、 摂射量、台風）

海　　象 （水潟、塩分、栄養塩、底質、波浪、 潮汐、流動）

生 物 資 源 低次生産 （基礎生産力、動物プランクトン、 デトライタス）

ベントス （底生動物、砂浜動物、藻場、潮間帯生物）

ネクトン （魚類、頭足類、卵。稚仔）

生態系

利 用 状 況 海域利用 （漁業権、漁場、漁期、漁貝、漁法、 養殖）

生産構造 （漁協、人員、経営規模、漁獲量）

水産緒政策

　現状認識のデータについては、水産試験場、水産研究所の他、気象庁、海上保安庁、港湾

技術研究所など種々の宮庁や研究機関からの入手が可能であり、特に海域総含開発事業の

中で、多くの知見が整理されている。

4～2　問題点の抽出とアプローチの方法

　対象海域の現状は、人間にとって有効な生産力向上という目標を設定した場合に、どの

ような問題点をかかえているかを抽出し、適切なアプローチの方法を考えなければならな

いが、問題点抽出にあたっての分析的な視点は、次の3つの側颪に位置させると考えやす

いであろうQ

　　①時間的利用性

　例えば、気象条件などによって、年間の一定の時期が漁業生産に寄与できないことはな

いか。成層形成期には海域の利用が立体的に制限されることはないか、等。

　　②　空聞的利用性

　海域が立体的。平面的に有効利用されているか○例えば、砂塵域の場合、その特性を生

かすかたちで開発を志向する観点と、立体的利用範囲を拡げるという観点の両面から利用

の現状を評価することができよう。
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　　③　種類的利用性

現行の生態系の中に人間にとって好毒しい、あるいはエネルギー的に効率のよい生物が入

り込める余地はないだろうか。

　それぞれの問題点に対してのアプローチの方法と生産力向上のシステムの概要について

は第1章で述べた通りである○

　水産業は、単一種に集中する畜産業と異なり、非常に種構成が豊かで、味覚の異なる生

物種を対象として樵り、一種の魚食文化ともいうべき、日本独自の伝統を形成してきたと

もいえる。対象種の選定に当ってはこれらの点を十分配慮するとともに、地域性、嗜好性

を取り入れ、生産主体のニーズを十分反映したものでなければならない。また、単一種の

集約的生産は往々環境の自家汚染や疾病の発生を伴い、味の低下とともに、自らの存在基

盤を失う結果となりがちである。ここではすでに指摘している通り、導入する生物種の複

含化をはかり、海の生態系の有効な利用をはかりつつ、慷久的な生産増を志向するもので

ある。

　複合種の導入にあたっては、導入種の特性について、十分な知識を持つことが必要であ

る。特に、把握して於くべき事項は生活史の各段階での、①食性、②生活場所、③環境条

件、④害敵などであり、⑤対象海域で生活史のどの段階をすごしているか、また、⑥生物

から環境への働きかけ、及び環境の生物への働きかけというダイナミックス的側面からも

併せて認識しておく必要がある。

　一方、導入する工学的技術については、次のような点を十分考慮した設計が必要である。

　①　生産主体に：受け入れられること

　日本沿岸域の漁業生産は漁村という共同体の相互協力の中で維持されてきた面が強く、

伝統的な技術、習慣をもっており、生産主体に受け入れられ易い技術体系を考慮すべきで

ある。

　②省エネルギー。ソフトエネルギー利絹をも取り入れること

　導入した技術を維持ないし、運転する上でコストがかかるものは、生産の自然依存性を

完全に払拭しきれない段階ではさけるべきであり、風力、潮流、光、温度などのソフトエ

ネルギーの積極的利用を加味すべきであろう。

　③　他産業との協調志向

　導入する技術の種類によっては、投資額の大きさや、他産業との海面利用上の競合等に

よって、抜本的な構想が実現しにくいことがある。そこで、例えば電源立地や、港湾施設、

観光レクリエーション開発などの他分野との協調によって、工学的技術の多角的な活用と、

多薦的な漁村振興を結びつけることを考えるべきである。
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　④　廃棄物の利用

　現在廃棄物としてとらえられているものでも、見方を変えれば、複合生産システム

の設計の土でとり入れ有効利用がはかれるものが多くある。例えば、富栄養海域の堆積物、

：食品エ業排水、温排水等がそれで、これらの活用をも極力図っていくべきであろう。

4－3　環境アセスメントと経済評価

　環境アセスメントは導入する工学的技術要素ごとに主として物理的環境事象に及ぼす影

響を評価することが、手始めとなろうQ例えば、「人工湧昇」という工学的技術を導入す

ることで、海面の水温や塩分がどのように変化するかをあらかじめ予測することである。

な於、環境影響評価は同蒔に技術導入がもたらす効果を確認することにも通ずる。影響評

価の技法としては、水理実験や数値シミュレーションなどが有効である。

　個別の導入技術が環境に及ぼす影響を評価したならば、生物を含めた海洋牧場構想が全

体として、どのような効果をもたらすかについても事前に評価しておく必要がある。この

ためには海洋牧場内の生物生産構造について構造モデルを想定し、検討していくことにな

ろうが、現時点では、黛だ多くの問題をかかえており、定性的な評価にとどまってもいた

しかたないだろう。

　経済評価については、すくなくとも、①導入する工学的技術のイニシャルコスト、②維

持・運転コスト、③予想される生産増によってもたらされる収益、について試算して澄く

必要がある。
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第2部　海洋牧場複合生産システムのモデル研究

第1章モデル海域の選定 仙台湾周辺海域と山陰沖海域

　第1部で述べたような海洋牧場複合生産システムのイメージは、海洋の時間的・空悶的

利周の未来像として描いてゆくものであるが、これまで具体的な海域を想定した構想の検

討は試みられていない。そこで今回は先行的に具体的な海域に暴ける複合生産システムの

ケーススタディーを行なうこととした。海洋牧場のイメージは、実際的には段階的に組み

立てられることになろう。すなわち、P．14に記したように、まず、地形的特徴や物理環

境的特性によって区分し、それを基本として対象海域全体を牧場化するための手だてを積

み上げてゆくことになる。

　そこで、対象海域の選定の考え方について整理してみよう。まず、わが国周辺海域を大

きく北方域と南方域に分類してみるQ南北に長い日本沿岸域は暖・寒流系の海洋の自然生

産力によって大きく影響され、北方域では分布・生息する魚介藻類の種類は少なく成長も

遅く、群集構造は単純で種間競争の圧力弱く各生態的地位種の間にすき間があり、単一種

のみの卓越した資源を永続的に維持する自然環境を備えている。一方、南方域では魚介藻

類の種類は多く成長も速いが、群集構造が複雑で種間競争の圧力が強く各生態的地位種の

聞にわずかしかすき聞がなく、単一種の卓越した資源を永続的に維持する自然環境はない。

このように、北方域と南方域とでは分布・生息する生物や、それらをとりまく自然環境条

件が異なっている。したがって、基本的な選定の方法として、北方域と南方域に各一ケ所

というのが第～の出発点と考えることができるQ

　第二には、太平洋側と漏本海側に各一ケ所というのが合理的な選定基準と考える○これ

は、モデルケース選定としての地域配分を考慮したためで、モデル海域は海流系の南北の

他に、相対する海洋が異なるようにするのが適当であろう。

　第三の選定基準としては、海洋牧場のケーススタディを実施するのにふさわしい海域の

空間的拡がりを持っているかどうかをあげる必要がある。つまり、単一の県のごく一部に

限定される海域に限らず、その海域内セの生態系が一つのまとまりを見せているような海

域であれば、複数県にまたがる規模でもよい○具体的なシステムの導入の際には手始めに

ごく限られた海域からスタートするのは手順上当然としても、全体として相当程度の空間

的拡がりがポテンシャルとして必要と考える○

　第四には、この空間的拡がりのなかに各種の海洋環境土の性格が異なる特徴を合せもっ

ている海域が対象の絞り込みには大切である。すなわち、海岸線の形が開放性かもしくは

半閉鎖性であるか、その海岸は砂浜性か岩礁性か、海底土質はどうか、南北の海流系のな．
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かで占める位置はどうか、といった諸点を検討して、いずれも複数の特徴を周一の海域に

具備した海域を選定するのが適当であろう。この点は、“地域的複含”を考える上で重要

であるし、種の複含を周一海域のなかで実現してゆくうえでの前提でもあろう。

　第五のポイントは、まさにこのU種の複合”を考えるうえで重要な役割を果たすものと

いえるが、既存の漁業実態からして、生産増を目指す魚種、もしくは新規導入が可能な魚

種、未利用魚種、食物連鎖の一部に手を加えることによって資源増が期待される魚種等が

必ず存在している海域を選定することである。この組み合せができる海域が最も好ましい。

　以上の点を考慮に入れて、今圃は仙台湾周辺海域と山陰沖海域のニケ所を選定した。以

下にさらに詳しい選定理由を述べることにする。

〔納台湾周辺海域〕

　選定した海域の範囲は宮城県牡鹿半島から北緯：37度30分に至る、水深50俄以浅の

水域が大部分を占める開放型の湾とその周辺である。この海域を選定した理由の第一は、

わが国の太平洋沿岸域はその殆どが田本海溝が陸に迫っているため大陸棚があまり発達し

ていないが、当海域では100魏等深線が金華山沖から南南西に走り、南に向かうにした

がって、浅海域の幅を急速にせばめているものの、太平洋側唯一の大陸棚の発達域となっ

ていることである。

　第二の理由としては、当海域は黒潮と親潮の影響を微妙に受けて齢り、特に黒潮の主流

が場合によっては金華山のすぐそばを流れることがあり、また金華山沖に大きな暖流塊が

できることもあって、いろいろな方向から暖水系水が入ってくる。同時に、北上川、阿武

隈川等の河川の流入により沿岸水も発達している。このため、生物相がたいへん広く、か

つ豊富で複雑であり、当海域には沿岸性、黒潮系、親潮系のプランクトンや魚類が出現す

る。また、河川の長年の流入によって、沿岸部の海底にシルト地帯が形成されているほか、

岩礁、砂浜、砂礫等底質も複雑なので、それに対応したベントス、底生魚がみられる。し

たがって、古くからそれらを対象とした漁船漁業が営まれており、漁業上たいへん：重要な

ところになっているといえる。

　第三の理由として、とりわけ松島湾澄よび万石浦はカキ。ノリ等の養殖の歴史が長いが、

その反融、水質・底質汚染の問題もかなり従前から取りあげられ、種々の対処がなされな

がらも、いまだ決定的な効果をあげるに至っていないということである。これについては、

湾内の水・底質浄化促進を図るとともに、過剰栄養塩・海底堆積物を無益物（あるいは有

害物）と見るのではなく、それを用いた有効利用を図るのがねらいでもある。

　母上の理由は、当海域ではその沿岸の多くの部分を砂浜域が占めており、砂浜域におい

て生産力のかさ上げにつながるシステムの提案を試みることがきわめて重要なためである。
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周知の通り、わが国沿岸の約3分の1は開発の手が加えられていない砂浜域であるが、こ

のうち特に河口域は栄養塩が豊富で漁業重要種の幼稚仔の集積場となっている。にもかか

わらず、波浪・漂砂等の現象が激しいため、生物生産機構は殆ど解明できず、減耗もきわ

めて大きい。したがって、ここでは河口域をナーサリーとして利用することに：より、砂浜

を生産力の安定した場に変えることが目的である。

　轟轟に、当海域は水産のみならず、海洋学・生態学の研究も古くからなされて猛り、そ

のため、自然環境に関する個々の資料はきわめて豊富にある。このようなことは今後海洋

牧場の実証実験等を進めていくうえで、最も重要なことだと思われ、それが今園の先行的

なモデル研究の対象海域として、そのひとつに仙台湾周辺海域をとりあげることになった

一つの大きな理由でもある。とはいうものの、このように資料が豊富な海域でも、生物と

自然環境との関わり合いとなる・と不明な部分が多いのもまた事実である。したがって、こ

のような未知または不明確な問題の解明を図ることが当面最重要課題であるともいえようQ

　最後に、以上にあげた理由に加えて、当海域では宮城・福島両県の水産試験場、栽培漁

業センター等による水産研究の発展度がきわめて高いことも大きな理由である。前述した

ように当海域では漁業重要種が質・量ともに豊富に生息するため、それらの生産をより拡

大することを昌的として、増養殖関係の公共事業が活発になされて於り、今後新しい試み

をするうえで経験的にも社会的土壌が既に形成されているものと考えられる。

〔山陰沖海二黒〕

　もう～つの海域に：は山陰沖海域を選ぶこととした。島根半島西端から鳥取県の長尾鼻に

至る海岸線を底辺とし隠岐島周辺を頂点とする三角形の海域がそれであるQこの海域を選

定した理由の第一は、自然条件からいって日本海の深い海底地形のなかにあって水深約

100潮前後の台地状をなして知り、既に天然の海洋牧場としてのポテンシャルを有して

いることである。このような地形的な張り出しは、ヨ本海では能登半島がある他は、佐渡

があるぐらいで、日本海全体の暖流系水塊に一与える影響が非常に大きい。旧来より魚介類

の越冬場としてこの海域は考えられており、湧昇や三角海域を巻き込むような渦流の形成

という現象も見ることができる。

　第二の理由は、この三角海域には、岩礁域である易根半島、砂浜域としての鳥取沿岸、

沖合基地（ナーサリー）としての隠岐島、有効利用に至っていない三角形台地中央部等が

あり、海域区分に諸々の特性をもったものの組み合せができることである。したがってこ

こでの検討は、その海域特性の基本が同一であれば、内容をモディファイして他の海域へ

も通用しうる可能性が高いというということができる。

　第三の理由は、この海域は、マリーンランチング計画の対象種の一つであるイタヤガイ

の産地であることがあげられる。ところがこのイタヤガイについては浮遊幼生の砂浜域で、
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の逸散防止という課題から、母貝の越夏のために不可欠な沖合深部での養殖化という課題

まで、多岐にわたる問題点を抱えているQ一つの種だけでも取り組むのにさまざまなシス

テムが必要となってくるところにモデル研究対象海域としての適含性をもっているといえ

る。

　第四の理由としては、前記のイタヤガイのような現実のニーズに対応しなければならな

いものから、三角海域外周の深部からの人工湧昇など人為的手だての導入に革新的な試み

をするものまで、モデルシステム研究として多様な角度、視点からの工学的技術検討がで

きるという点である。仙台湾周辺海域のようにこれまで種々の手だてが講じられてきたケ

ースと異なり、どちらかといえば本格研究が遅れがちであった日本海の、しかも暖流が最

初にぶつかる地形的条件で、検討すべきアイデアを列挙してみるのに格好の土俵をこの海

域は提供してくれている。

　第五に、海洋牧場化、換言すれば複合生産システムで目指している時間的空間的空白の

埋込みによる有効利用、海域の立体的利用、種の複合のいずれをとっても、この海域は格

好の検討の場を与えてくれている。冬場の荒い海象条件による漁業の低下、三角海域の表

層、中層、下層の利絹とそれに含わせた種の組み合わせが考えられる。さらに付け加える

ならば、沿岸陸域とのコンビネーションまで輪を広げることができる。ここでは、干拓計

画という制約があるものの宍道湖や中海の栄養塩を多量に含んだ陸水の海域への移入とい

う構想楼で入れることができる。いわば、海陸一体のモデル検討がなしうるといえる。

　最後に、水産研究のポテンシャルが高いことも理由の一つにあげておかねばならない。

島根・鳥取両県の水墨試験場、栽培漁業センターのこれ俵での業績は注目に：値するものが

あり、複合生産システムとして検討するうえでの生物学的知見や工学的検討のための周辺

情報を蓄積してきている。これに工学サイドの試みを適切に調合してゆく土壌と意欲が現

地にあるといえる。具体的には、例えば島根における隠岐でのマダイやヒラメの種苗大量

生麺化、鳥取に診ける砂浜域研究というものがあげられようQ
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第2章　仙台湾周辺海域における複合生産システムの検討

2一一1　仙台湾周辺海域の自然条件

　2一璽一1　周辺海域の範囲

　今回対象とする周辺海域の範囲を図2－2－1で説嬰する。すなわち北限を牡鹿半島・金

華山とし、南限を北緯37度30分とし、水深一1◎◎加以浅の範囲とする。南限を北緯

37度30分までとしたのは、大陸棚縁辺部（水深一2◎0π）の位置がこの線上より南

に向かうほど急激に海岸線に接近して来ることから、仙台湾周辺海域で大陸棚のよく発達

している範囲を考え決定したQ

　2－1－2　地形・底質

　仙台湾周辺海域における地形・底質を図2－2－1に示す。以下、大きく3つに分けて考

えると、各域の地形・底質の特徴は次のとおりである。

　（1＞牡鹿半島・金華山

①出入りの激しいリアス式海岸となっている。

②　水深一10那まで海底公配はゆるやかである。

③底質はシルト・泥質土である。

　（2）万石浦～松島湾

①仙台湾奥に位麗し沿岸地形は出入りが少ない。

②北上川、定駄鳴瀬川、吉田川等が石巻湾に、高城川、親町州等が松島湾に流入して

いるQ

③万石浦は海水交換が少ない閉鎖的な入江となっている。

④　水深一20矯まで海底公配はゆるやかである。

⑤万石浦付近の底質はシルト・泥質土で、万石浦～松島湾は砂質土となっている。

　（3）松島～北緯37度3◎分

①出入りの少ない砂浜海岸となっている。

②　距岸50伽まで大陸棚で、大陸棚がよく発達している。

③底質は下記のとおり。

　④　距岸3纏はシルト泥質土となっており、特に七北田州および阿武隠川河口付近にお

いてはこの底質が約10綴と広くなっている。

　㊥　さらにシルト泥質土の外洋側5～6鹸は砂質土となっている。これは福島県の塩屋

崎から仙台湾にかけて観察される大規模な漂砂現象の影響として仙台湾内に砂質土が分布
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しているものと思われる。

　6　さらにその砂質土の外洋側10～35枷の範囲に渡り砂礫となっている。

④　鳥ノ海、原釜は、前述した万石浦と同様、閉鎖的な小入江がある。

　2一三一3　気象

　宮城県の気候は、県西部の奥羽山脈を背にする山岳地帯と東部沿岸部とでは著しく相違

し、山間地方は気温が低く、雨量が多いのに対し、沿岸部は温暖で概して雨量が少ない。

冬期は北西の季節風が強い。春から初夏にかけて特に海上において濃霧の発生が多い。損

し台風被害も概して少なく東北地方としては気象条件には最も恵まれた位置にあるといえ

る。

　昭和48年の仙台市における気温は、最高極値が8月の35．9℃、最低極値が1月の

一6．2℃で平均は12。9℃である。最大風向は11～7月までは北西、8～10月までは

南東～南西が多い。最大瞬間風速値は2月の23．3加／secである。

　四季の気象概況は次のとおりである。

　春季：前半はまれに前線を伴った貸本海低気圧の影響をうけることもあるが、概して移

動性高気圧に影響され北西の風が強く暗面の鼠が続き湿度は低下する。気血から後半にか

け西高東低の気圧配置もやわらぎ、海上は濃霧に覆れることが多くなる。

　夏季：前期に続き’濃霧の発生が多く、次第に梅雨前線が北上活発化するに伴い降水量も

多くなり海上一帯は見通しが非常に悪くなる。7月中下旬頃から梅雨前線が南下し、太平

洋高気圧の支配下に入り、南東風の影響を受ける臼が多くなる。一般に9月には本州南岸

に停帯する前線を熱帯低気圧が劇激し降水量は年申で最も多くなり、沿岸海上は南東のう

ねりが高く海上作業は至難で、カキ、ホタテ等の養殖被害が発生するのもこの期である。

　秋季：移動性高気圧に覆れることが多く、疇天で海上は穏かであり、一般的に異常気象

も少なく順調な季舗である。11月下旬頃からシベリア高気圧も高まり、アリューシャン

方面の低気圧も活発化し冬型の気圧配置となり次第に北西の季節風が強まる。

　冬季：大陸高気圧が発達し西高東低の冬型気圧配置に覆われ、連日北西の季節風が吹き

1～3月の平均風速は3那前後、最大瞬間風速3◎篇以上を記録することもある。但し、

沿岸水域特に金華山以北の海域においては、丘陵が海岸に接近していることから概してこ

の影響を受けることが少ない。又、2～3月にかけて東支那海に発生する低気圧が発達し

ながら本州沿いに東北進することにより、南東風の影響を受けて海上は大時化となって、

カキ、若布、ノリ等の養殖施設に大きな：被害を与えることがある。

　2－1－4　海象

　（1）水温、水質

　　D全般的海況
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　仙台湾の海況に大きな影響を与えるものに、沖合水として親潮系水、黒潮硬水があり、

河川水として南に阿武隈川二水と北に北上川二水がある。又、大、中、小の多数の河川水

などの陸水も仙台湾の海況を作り出す基礎となっている。これらに気象変化などが複雑に

からみあって仙台湾の海況は形成され又変化する。

　黒潮と親潮は、水温、塩分量、栄養塩の量など多くの点で異った性質をもつ海流である。

この二つの海流の潮境や、それらに起因する暖水塊や冷水塊が仙台湾沖合近くに存在する

場合も多く、このため短期間のうちに異なった性質の水塊から影響を受けることになる場

合もある。又、二つの海流の勢力張り出しの南限、北限、そして海岸距離などの年変動、

季節変動も大きい。

　このことにより、仙台湾の海況や漁況は、仙台湾に流入並びに張り出している沖合水が

どちらかの海流の影響を強く受けているかによって大きな違いが生じる。

　阿武隈川系水及び北上川三水の張り出しは、短期問に大きく変化することがある。その

張り出す方向はその時の風の向き、強さ、沖合水の流入方向や張り出し具合によって影響

されるようである。

　これらのことにより仙台湾の海況は、長期的年変動、単年の季節変動の外に短期的変動

も常に行なわれていると考えられる。

　　の沖合水の仙台湾への張り出しについて

　仙台湾のように大きな河川水系をもっている湾は、特に上層部において、沿岸水と沖合

水が押し合いをくり返していると考えられる。仙台湾の水塊配置と塩分分布の知見を整理

すると図2－2－2の4型に集約できる。
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図2－2－2仙台湾における沖合：水流入と沿岸水流出の模式図（工藤1971）
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　㈲　東方流入型；流入している沖合水は多種で特定の水塊とはかぎらない。つまり、湾

外東方にあって西に圧迫されているか、あるいは向岸力のある水塊はその水系のいかんに

かかわらず流入している。この型は、近海域で水塊運動の活発な場合におこる。

　（B＞南東方流入型；黒潮分派が優勢で、南東方向から仙台湾の中央部に向かって沖合水

をおしあげている場合と、親潮系混合水または津軽暖流系水が三陸沿岸に存在し、金華山

沖を強く南下しているときに、黒潮分派が南方または東方から湾内へ押す力を減圧して南

東：方向の進路をとらせる場合とがある。

　◎　南方流入型；冬季に卓越する北西の季飾風のために生じた離岸流が牡鹿半島の地形

も影響して柚台湾に作用し、沿岸水をすいこんで北東部に流出し、その後に湾外南方の水

塊が補流として入ってくる。

　（D）上下層で流入方向が異な．る型；金華由付近で冷水塊と黒潮分派が衝突した場合と、

黒潮分派の強接岸によって沿岸南下流が北上した場合があり、春夏の成層期にみられる型

であって、上層では南方から流入するのに対し、下層では北東または南方より流入する。

　　1の水温及び塩分量について

　水温が最低になるのは表層が3月頃で（2．7～60C）底層は4，月（2．5～8．8℃）頃で

ある。最高になるのは表層で9月（21～22。6℃）、一部沖含水の影響を受けるためか

11月頃1になっているところもある。

　表層と底属の水温差は、4月頃から大きくなり最高差は8月頃（20℃）になる。又、

塩分量の変化では、最高値：と最低値の差が表層は8．9編、底層は2。2編である。これは北

上川系を主とした沿岸水の影響を受ける湾中央海域である。湾口部にある海域は、混合水

と沖合水の影響を受け、塩分量の差は小さく、表層で0．5％o、底層は◎．4脇である。

　（2）流　況

　本県沿岸の流況は、その沖側を南下及び北上する黒潮、親潮及び津軽暖流などの影響を

受けて、季節的に変動するだけでなく、複雑な海岸線の形状と海底勾配の緩急を反映し、

地域によってそれぞれ特徴的な流動を示している。

　浅海性内湾の内、鳥の海、万石浦、面面湾における湾内の流れは、潮汐に伴う流動を主

体とする往復性の流れである。定常流は風に伴う吹送流の大きさによって決るため、その

流向、流速は不確実であるが、常態においては潮汐流と比較して無視できる程度に微弱で

ある。又、これらの内湾では内湾水と外洋水の交換率が低く停滞状態にある点が共通して

いる。

　荻素心から小泉湾に至る開放的な海湾については、その湾内の潮汐は湾口のそれと等し

く昇降する。流速は湾口で最大で湾奥に向って滅歯する。他方、湾の右側（湾奥に向って）

から進入してきた外洋水は、潮汐流による往復運動を繰り返しながら、内湾水と混合変質
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し、コリオリの力を受けて湾の左側から外海に流出しているがこの運動は風により著しく

助長されあるいは抑制される。

　仙台湾沿岸域の流れは、風に伴う吹送流と密度差による流れが卓越しており潮流性の流

れは微弱である。

　従って、流れは風下に向って左にそれることになるが、風向と流向のなす角は浅所で小

さい。このため風向と流向は一致するが、深くなるにつれて偏角は大きくなる。又、強風

時には砕波に伴う流れがごく沿岸に発達し、南東風の場合、石巻湾では南下流、仙台湾南

部（松島湾以南）では北上流が生じる。北西風の場合には全般に北上流が発達する。

　仙台湾は一般に北上流が卓越しているが、北東風及び東風の時には南下流が出現する。

又、沖合海流の北上期には、金華山～田代島付近に沖舎流の反流として左施回性の環流が

出現する。牡鹿半島以北の海域でもごく沿岸では吹送流と沖合流としての性格を反映して

不確実のタイムスケールで流動（流向、流速）が変化している。

　更に沖合について外海海流の季節的消長を反映した北上流及び南下流が発達しているの

は、等深線分布で表示した場合、仙台湾では10◎肌砂深の区域、牡鹿半島以北では150

㎜以深の区域がそれにあたる。

　（3）波　浪

　　D波浪方向

　仙台湾沿岸域の波高、周期別の波浪方向は、年間を通しての卓越波向はSEで、次いで

SSE、ESEである（図2－2－3（《））。

　当沿岸域ではESEより以北の波は、金華山に遮ぎられ到達しない。

　風向と波向の関係をみると、SE及びSS猛波の場合にはN～W：方向転びE～S方向の

風が吹いていることが多い。

　　lD波　高

　当海岸の波浪は、日本の外海に面した地域としては比較的穏かな地域に属する。仙台新

港前における昭和45～48年の4ケ年の観測のうち、0．99η以下の波が約80％であ

る。昭和48年3月～49年2月の一年聞の計3，278回の観測のうち、2η以上の波高

が出現したのはユ5圓にすぎない。

　季節別の波高については、◎．5～1．0那の波が周年卓越しており、1．0η以上の波が春

期と秋期に多く出現し、◎．5加以下の波は逆に冬期に多く出現している（図2－2－3（B））。

　　田）波浪周期

　波の平均周期は、仙台薪港前の観測結果からみると、殆ど8秒から1◎秒である。季節

別変化についてみると、比較的長周期（10～13秒）の波は秋期から初冬にかけて多く出現

する傾向があり、短周期（7秒以下）の波は春から夏に比較的多く出現する（図2－2－3◎）。

一36一



N
十

　　　　　　　7。3％

　　　　　　　　ESE

　　2323

　　　　　15ユ％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波高階級

　　　　　SSE　　　　　　　　　　　　〔コー2．G瓢以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵翼麹一L5～2．Om未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄目ロロ旺圃　一LO～L5π1未満

　　　　　　　　　7＆1％　　　　　　　麗醗麹一LOm未満
　　　　　　　　　　SE

図2－2－3（A）仙台新港前における波高別の波向出現率

ま

）

癬5◎

　　　　　　　　　！，騨　へ
　　　　＼隔4ノ

　　　　　　　　　　　　〈

　　　　　　　　　　　／＼

　　　　　＼　　　へ
　　　　　　　　　　　、、

幅＼　　、＼

3～56～89暢U12～23～56～89》彊恥23～56～89喝11伽23～5　6～89噌強12》2
　1970　　　　　　　 1971　　　　　　　　　 19712　　　　　　　　　　三973
　　　　　　0＾0．49m　　　　 一囎一一一 ｿ5～0。99m　　　　一一一一・r「LO鶏以上

図2－2－3（3）仙台新港前における波高の出現率（H港）

璽
馨・

葺7

3～56隔》89幅11i2～23～56～89雨叢仏23～56～89級11圃3～56～89瞬弧】2触2

　　1970　　　1971年。月　1972　　　　　1973
　　　　　図2－2－3◎　仙台新港前における波浪平均周期の年変化

一37一



　（4）漂　砂

　一般的には砂の移動は、卓越する沿岸流と波の作用による影響を強く受け移動堆積する

ものと考えられる。

　仙台湾における漂砂の移動堆積状況は、松島湾口を境に石巻湾域と仙台湾以南域に大婚

される。

　石巻湾では北上川からの排出土砂が、夏季に南東の風による波と卓越する沿岸流の影響

を受け鳴瀬川河口域に移動堆積する。一方冬期には北西の風による波に影響を受け荻浜湾

に移動分布する傾向が強い。

　仙台湾以南では名取川及び阿武隈川から排繊された土砂が、夏季に南東の風による波と

卓越する沿岸北上流の影響を受け松島湾口附近に大量に堆積する。冬期には北西風による

波浪及び北上沿岸流の影響を受け、岸に沿って北東方向に移動し松島湾口附近に堆積する。

しかし夏季に比べ移動堆積量は少ない。このことから、仙台湾以南では年間を通じて南か

ら北に流れる漂砂を生ずる条件が卓越している。

　2－1－5　盤1物糊

　（1）　プランクトン

　表層から10彫までの量直採集によって採取されたプランクトンの沈殿量から判断して

比較的高い密度であり、冬期～春期に増加し、その時期には植物性プランクトンの占める

割合が大きい。

　また、動物性プランクトンは⑲ネットによる採集から、その組成比は図2－2－5のよう

である。一般に海洋ではほとんどすべての水域でC◎pepodaの占める割合が高く、動物性

プランクトン総懸現個体数の8◎％前後になるといわれるが、仙台湾においては同様の傾

向を示すのは1月だけで、初春～秋にかけては10％～20％、1◎～11月には50％

程度である。

　一方、㊧ネット表層曳によって採集された魚卵および稚仔魚の出現状況をそれぞれ図2

－2－6〈A）、（B）に示す。これによれば、出現魚卵のほとんどはカレイ科魚類のものと思われ、

また：、出現急診魚でもカレイ類が比較的多い。

　（2）ベントス

　仙台湾におけるベントスの分布幅は、各調査地点で得られた各種の出現頻度からおおま

かに図2－2－7に示すような海域区分をすることができた。

　海域1の各地点は沿岸域を占め、その海底は北上川、名取川ならびに阿武精細の流入の

影響をうけて軟泥におおわれている。この海域ではうスバンマメガニが最優占種となって

いるほか、モロテゴカイ、ヨツバネスピオ、シダレイトゴカイ等が生息し、沿岸富栄養的

海域であることを顕著に示している。
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　海域韮ならびに皿の各地点は仙台湾中央部の砂質から砂泥質底を占め、季節によっては

グループ猛と璽とは共通した生物種が優占種となってその境界がなくなってしまう。優先

種としては多毛環虫Euchone　sp．，　Chone　sp．，　Pτionospio　sp．がみられる。

　海域Wの各地点は外洋に面して開いているところで、水深100那またはそれを若干上

まわる海域であり、海底は軟泥におおわれている。ここの各地点では2種の有孔虫が優占

種として出現した。

　なお、ヒトデ分布量：を図2－2－8に示す。

　（3）ネクトン

　仙台湾の魚種のリストを表2－2－1に示す。この表は1◎7科257種からな：ってお

り、暖水回（W：warmwater　species）き1冷水種（C：eoldwater　speeies）き2広温種

（E：eurythermal　species）き3および常時生息するもの（R：regular）、季節的に出現す

るもの（S：seasona1）、稀に出現するもの（1：infreque描）　の区別をしてある。

　この分類ではC55種、　W124種、　E78種で暖：二種が圧倒的に多く、またR101

種、S56種、110◎種となっている（表2－2－2）。

　科別にみると種類数の多いの鳳、ハゼ科13種、カサゴ科16種、カジカ科13種、カ

レイ科20種（1雑種を含む）で、この4科で全体の25％を占める。

　暖三種が圧倒的に多いということは、仙台湾域が北側が牡鹿半島によってさえぎられて

いる地形からいっても、基本的には黒潮系の暖水によって影響されていることを示してい

る。

　（4＞食物連鎖

　仙台湾の底生魚は、すべて魚食性か底生無脊椎動物食性で（表2－2－3）、捕食対象

種の生態的特性に対応して生態的地位をずらし、また同じ種が生息域に応じて地位を変え

るなど細かい食い分けが行われており、環境を効率的に無駄なく利用している詳4海底上

あるいは海底近くにいろいろな種が水平的に入りまじって分布し、種間関係が厳しく、各

弊1　暖三種とは、冬から春にかけては黒潮水域澄よびその影響の強いところに生息しているが、夏から秋にか

　　けての高温期には、混合水域さらには一部は親潮水域の表面にはりだす暖水屡にまで分痛を広げるものをい

　　う。

美2　冷水種とは、夏から秋にかけては親潮水域またはその影響の強いところに生息しているが、冬から春にか

　　けての抵温期には、混合水域にまで分布を広げるものをいう。

美3　広温種とは、上記の定義にあてはまらないところの、分布が鴎季を通じて広く、水温に対する適応性の大

　　きなものをいう。

甚4　底生魚は捕食対象生物と生活型によって食い分けて訟り、遊泳性動物捕食種、表在｛生動物捕食種、埋在｛生

　動物捕食種の3つの類型に分けられる。
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表2－2－1 仙台湾の魚種冒録　（出典：海洋科学V61．12，N◎．5）
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ユギス昏．卜 サコり　　　　鴬 S カイワリ　　w
峯 タイナンギンポ　ε S カサゴ目 カレイ目

轟キス　　　　w S 承ソトピ　　ε S シイラ科　・
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シロサケ　　　C S ダツ　　　　　£ R ヒイラギ　　W
翼

ムスジガジ　ε 1 トゴットメバル ε 1 タルマガレイ　W 1

（注） 水温適応による分類

　W；雨水種warmwater　sPec孟es，C；冷水種co圭d　water　species，

　£：海温種eurythermal　species

出現状況による分類

　R：常時出現regωar，　S：季節的出現seaso職al，1：稀に出現infrequent

種の個体数変動は小さい。また、同一の食性型（生態的地位）に属している馬射は拮抗関

係にあるから、群集全体のbio搬＆SSの変動はより小さい。結局のところこれは、海底とい

う変動性の小さな安定した平面的環境に由来する。

　　これに対して表層魚は、魚食性ないし動物プランクトン食性が大部分であり、植物プラ

ンクトンを利用するものは、部分的に食べるカタクチイワシ、大き’く依存するマイワシ、

および主として食べるコノシロの3種である。このように植物プランクトン食という生態
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的地位を占めるものは、表層魚群集において少ない。

表2－2－2 表2－2－1の魚種別の区分によって魚種数を整理

したもの。記号については本文参照（繊典：同前）
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表2－2－3　仙台湾における底生魚および表層魚の食性

底生魚（大森，三978）
　遊泳性動物＊1捕食種……ソウハチ，ヒラメ，キアンコウ，トウベツカジカ

　表在性動物＊2捕食種……クサウオ，ムシガレイ，カナガシラ，ホシガレイ、カワガレイ

　埋在性動物＊3捕食種……アカハゼ，イシガレイ，マガレイ，マコガレイ，アカシタビラメ，メイタガレイ

　　　＊1イカナゴ，カタクチイワシ，アカハゼ，オキアミ類，ギンポ，クサウオ幼魚，異体類幼魚

　　　＊2テナガテッポウエビ，キシエビ，エビジャコ，ソコシラエビ，イボイチョウガニ

　　　＊3多毛類，ラスバンマメガニ，イソギンチャク類，端脚類，二枚貝

表　層　魚

　魚食性……クロマグロ，シイラ，ブリ，ヒラマサ，カンパチ，スズキ

　焦壷動物プランクトン食性……マアジ，サクラマス

　動物プランクトン十魚食性……マサバ，シロザケ

　動物プランクトン食性……ウルメイワシ，ニシン，アユ，サンマ，サヨリ，キス，イカナゴ

　動物プランクトン十植物プランクトン食性……カタクチイワシ

　植物プランクトン十動物プランクトン食性……マイワシ

　植物プランクトン食性……コノシロ

（出典：水産海洋醗究会報第37号〉
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なお、図2－2－9に仙台湾北部沿岸域における食物連鎖を示す。
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図2－2－9　仙台湾北部沿岸域における底魚の食物関係（5～9月）

　　　　　　　（出典：太平洋北区裁培漁業漁場資源生態調査報告書）

2－2　仙台湾周辺海域における漁業の現況

　2－2－1　水産資源の現状

　（D　漁獲量の推移

　　D海面漁業、養殖業部門別生産量

①　宮城県

　昭和56年における海面漁業・養殖業生産量は、61万4千トンでそのうち、海面漁業

生産量は54万2千トンで、88％を占める。この内訳は、沖合漁業が32万トソ、遠洋

漁業が16万4千トン。沿岸漁業が5万7千トソで、それぞれ52％、27％及び9％で

あった（図2－2－10）。

②　福島県

　昭和56年における総生産は、38万8千トソで史上最高の漁獲：量であった。この内訳

は、沖合漁業が31万8千トン、遠洋漁業が3万3千トン、沿岸漁業が3万6千トンで、

それぞれ82％、9％、9％であった（図2－2－1◎）。
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　　　図2－2－10　海面漁業、養殖業部門別生産量の推移

　　の　魚種別生産量（海面漁i業）

③　宮城県

　昭和56年の主な魚種別生産量は、それぞれまいわし12万7千トン、すけそうだら9

万トン、まぐろ類6万9千トン、さば類3万9千トン、かつお2万8千トソ、いか類2万

1千トン及びいかなごは前年の港に減少して1万1千トンであった。前年に比べて、まい

わし、すけそうだらが生産増でさば類、いかなごの滅少が囲立つ（図2－2－11）。

②　福島県

　昭和56年の主な魚種別生産量は、それぞれいわし類25万2千トン、さば類3万3千

トン、さんま1万9千トン及びまぐろ・かじき類1万9千トソであった。まいわしの大量

生産によって漁i業生産量は、昭和51年以降の最高を示した（図2－2－11）。

　　　　　　　まいわし
　その他　　　　　　　（23）

　（3王）

　　　　　曜56、騰鞭麗
　　。弓．・・～．54珈0欝げ醗ら蒙

　　　　営城漿

　　　　　　図2－2一玉1

　　沸ii≒・……

かギ“噸ﾈ卜“’

さんま　㈲

さ1二蟄
竃…」1

哩「・　’・〕紅「「・』

　　燃、

総驚参

慧県

魚種別生産：量（海面漁業）の構成比
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　　画D沿岸漁業生産量

　上述のうち、沿岸漁業というのは仙台湾で大陸棚がよく発達する水深150π以浅で行

われる漁業のことで、まさに本モデル海域を対象とした漁業ということができる。

　小型底曳網漁業は1965年ごろまではまったくの沿岸漁業であったが、現在では水深

10◎皿を越える沖合まで進出し、もはや沿岸漁業とはいえない段階に達している◎宮城

県船の場合にはかつては主に沿岸域のヒラメ・カレイ類を対象にしていたが、その後イカ、

タコ、さらにタラ類と、各資源が滅出するにつれ、順次漁獲対象種が移行していった。し

たがって、近年の漁獲量増大傾向はタラ類によってもたらされたといえる。（図2－2－

12㈲）　福島県船の場合も同様の傾向をたどるが、この場合には対象海域が南であるた

め宮城県の場合のようにタラ類を漁獲対象とすることができず、総漁獲量は図2－2－12

（8）にみるように停滞傾向に入ったのである。

　一方、沿岸刺網漁業の発展はめざましく、漁獲量は急増したが、宮城県では1972年、

福島県では1975年をピークにして滅少・停滞の局面に入っている（図2－2－13㈲、

（B））。

　これらの中でも、とりわけヒラメ・カレイ類に対する漁獲圧力は特に強く、かつては小

型底曳網、近年は沿岸剰網の主要な漁獲対象であるが、両者の含計漁獲量は1970年頃

をピークにして大きく落ち込んでいる。

　これらの漁獲の対象ではないが、宮城。岩手両県の沿岸漁業の対象種であるアワビ類の

漁獲も近年大きく落ち込んでいる。

　（2）生産金額

①　宮城県

　昭和56年中主な漁業養殖業生薩額は、1，526億円で、前年に比べて4％の減少であ

った（図2－2－14）。

　海面漁業の生産額は1，416億円で前年比1％の四民であった。この内、遠洋漁業は

739億円で前年比5％の減少、沖合漁業は582億円で5％の増加、沿岸漁業95億円

で、10％の滅少であった。

　海面養殖業の生産額は110億で前年比26％の滅少であった。これは、のり養殖を除

く各養殖の収獲減少と、板のり価格の大幅な値下りによるものである。

　生産額の部門別構成比は、それぞれ遠洋漁業が49％、沖合漁業38％、沿岸漁業が6

％及び海面養殖業7％であった。

②　福島県

　昭和56年海面漁業・養殖業生産額は511億円であった。これを漁業種別で見ると、

遠洋漁業142億円で前年比6％の減少、沖合漁業は252億円で前年比玉％減少、沿岸
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漁業はi15億円で前年比2％減少であった（図2－2－14）。また、海面養殖i業は、

のりの生産量の大幅減と価格の下落により56％の滅少であった。

　生産額の部門別構成比は、遠洋漁業28％、沖合漁業49％、沿岸漁業23％であった。
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　2－2－2　海域利用の現状

　当海域における沿岸沖合漁業（養殖業は除く）の操業範囲、漁期、漁獲対象種名、漁法

を図2－2－15に示す。なお、図中に破線で示してあるのは、距岸12カイリの線であ

る◎

　　　　　　　　　　　　　　例
　　　　　　　　　　　　　　雄曳網……漁法分類

カレイ、ニギス…魚穏銭
U～3・…　　　　・・漁即1（月）

（桁）　…・　　　　・ゴ魚法

　　　　　　　操叢範囲

　　　　　　　　3（指ρ

　　　　　，線をはさん
ひ之字のある鯛が漁∫結である

　2－2－3　生産構造の現状

　（1）漁業経営体数

①　宮城県

　昭和56年の漁i業経営体数は、7，420経営体でその内沿岸漁業層は7，029経営体で

95％を占めている（申／」・漁i業層は355経営体（5％）、大規模漁業層35経営体）。

漁業経営体数は毎年滅少しているが、これは、主として沿岸漁業層の1～3トン、のり、

わかめ養殖階層の滅少によるものである。しかし、この滅少率は近年少くなっている（図

2－2－16～18）o
②　福島県

　昭和56年の漁業経営体数は、1，480回忌うち沿岸漁業層は、1，299経営体で88

％を占めている。（中小漁業層177経営体（12％）、大規模漁業層4経営体）

　漁業経営体数は、経営規模間の移動を伴いながら総数では若千増加の傾向をたどってき

たが、昭和56年は昭和55年に比べ19経営体の減少であった（図2－2－16～18）。

　（2）漁船隻数

①　宮城県

　昭和56年の漁船i隻数は、13，058隻で毎年滅少している。これは、無動，力船につい

て顕著である。

　一方、漁船総トン数についていえば、毎年増加の傾向にある。これを、動力船の規模劉

で見ると、5トン未満の小型船の減少が目立つのに対し、100トソ以上の漁船が増加し
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ており、大型化傾向が見られる。

②福島県

　昭和56年の漁船隻数は、1，48◎隻でそのほとんどが動力船である。その階層別経営

体数は、動力1トン未満が471隻（32％）、3～5トソ382隻（26％）、5～10

トソ213（14％）、1～3トソがユ56（11％）となっている。昭和56年は、前

年に比べ3～5トソと50～100トンが増加したが他の階層では滅少した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揚纈顯臼φ小職轡こ！・、礎優熊轡

　8　　　　　　　　　　　　　　囎捧）　　　　　　　・．…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．500
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図2－2－16　漁業経営体数の推移
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　（3）漁業就業者数

①　宮城県

　昭和56年の漁業就業者数は、男22，520人、女4，190人であった。39才以下の

青壮年層は減少、40才以上の中高年層か増加し、男子就業者の40才以上は57％を占

め、高齢化現象が進んでいる（図2－2－19ω）。

②　福島県

　昭和56年の漁業就i業者は4，300人で、男子年齢別就業者では、40才以上が66％

を占めており高齢化か進んでいる（図2－2－19（B＞）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男律齢区分別漁業就業者数の構成比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
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図2－2－19（B）福島県の漁業就業老数

　（4）水産物流通

①　宮城県

　気仙沼、女話、石巻、塩釜4港の56年水揚：量は62万4，000tで、前年に比べ7％

滅少した。これは、さば類、さんまの滅少が主な要因である。主な魚種をみると、45年

に22万tを記録したすけとうだらが漁場規制もあって滅少し、それにかわるさぼ類も53

年の2◎万もをピークに減少を続け56年には4万tまで低下した。一方、まいわしは50

年以降は資源の来遊園復から年々水揚げ増が続き56年には24万もと史上最高となった

（図2－2－2◎）。

②福島県

　56年における小名浜漁港への：水揚量は史上最高の19万7，123tで、前年に比べ22

％増加し、県内総水揚高の79％を占めている。魚種別にみると、いわし類16万8，239

t、さば類8，917t、さんま8，795tでこの3魚種で全体の94％を占めている。特

に、いわし類の水揚げは常盤沖に長期にわたり漁場が形成されたため、前年に比べ2倍の

水揚げとなり、最高の記録となった（図2－2－2◎）。

　㈲　水産加工品生産量：

①宮城県

　宮城県は全国でも有数の生産地で、56年の生産量は54万4，00◎tで、前年に比べ

嘆万3，00◎七（9％）増加し、全国生産量の9％を占めている。これは、まいわしの水

揚げ増に伴う冷凍品の増加が主な要因である。
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②福島県

　56年の生産量は2◎万682tで、前年に比べ5％の増加であった。これは、前年

からのまいわしの豊漁により冷凍品、魚油、飼肥料の増加によるが、ねり製品は消費が滅

退し、塩干品、煮憎しは、さば類、さんま、いかなご等の不漁により原料不足で減少した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円／kg）
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2－2－4　漁業振興策の展開状況

（1）沿岸漁場整備開発事業
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②　福島県

区　　　　分 昭51～56年度 昭57年度

事業費 　　　千円P49，412
　　　千円14，796

並型魚礁設置事業 ｝一｛〒一吊

幕ﾆ：量 　　　　茜P4，648．5鷲 　　　3P，24＆｛野

事業費 236，600 32，500

大型魚礁設置事業
事業量 22，448．1 2，683．1

事業費 811，215 150，000
人工礁漁場造成事業

事業量 74，200．7 12，937．3

事i業費　……ぼ」「」醒「r

1，197，227 197，296
計

事i業量 111，297．4 16，869．2

（出典：昭和57年度福島漿水産要覧）

（2＞沿岸漁業構造改善事業

①　宮城県

区　　　　　分 年　度 事業費 備　　　　　考

漁場改良造成事業 37～45
　　　　千円
P54，80◎

岩礁爆破，投石，並型魚礁，のり

剌齣｢成，のり入工採苗場
第　次沿構

　　　　　ゴゴ」一「「ゴゴ曜耐削距ゴ「「炉ゴ「

o営近代化促進対策蓼業

@………曜…

37～40 479，253

養殖漁場造成，養雇及び蓄養殖施

ﾝ，漁船漁業近代化施設，処理加

H施設，流通改善施設

経営近代化補足整備事業 42～43 202，452

養殖漁場造成，養殖及び蓄養殖施

ﾝ，漁船漁業近代化施設，処理加

H施設，流通改善施設

計 836，505 （178事業主体）

漁　場　改　良　事　業 46～56 49乞75評 築磯，並型，消波施設
第二次沿構

漁業近代化施設設備事業 46～55 1，351，073

増養殖振興事業

剔D漁業振興事業

ｬ通改善事業

計 1，848，828 （137事業主体）

増養殖場整備事業 54～56 13竃86ず円 7件

漁業近代化施設整備事業 54～56 486，099 16件
新沿構

漁村環境施設整備事業 54～56 147，826 9件

計 767，789 32件
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②福島県

　漁業近代化施設整備事業（昭和爆2－57年度）

事業種目 上書施設 漁具倉庫 荷捌施設　　製氷・冷蕨施設 かん水蓄養施設

事業件数 12　件 8 6 7 5

事業費 17◎，71ag輸出 177，554 161β17．5 128，187 55，518

事業種目 燃油タンク 通信施設 水産物保管施設 水産種苗生産施設 計

事業件数 12　件 4 1 2 57

事業費 356，200胴 10，445．38 33，038 70，530．3 1，164，006．08

増養殖場造成改良事業（昭和42－57年度）

事業種琶 築磯事業 海水交流事業 増殖場開発肇業
大型増殖団地パイロット　盤

計

事業件数 45　件 1 1 2 49

事業内容 N型ブロック

ｩ然石投石
回避掘劇

じゃかご

ｩ然石投；籔

じゃかご

ｩ然石投石
一

事業費 190，748子円 44，880 25，◎00 70，000 330，628

　（3）種苗生産実績

①　宮城県
単位：干尾（欄）

　　　　ア　ワ　ビN クルマエビ

@13扉寵く

ガザミ　マコガレ屑
bl＜　　　　13襯く 15舩く

クロソイ　｝　クロダイ
@　　　　i　20舩く一計一1謙毛。

（90） （童5） （1） 一

一「配｝叩内酌’「

@53　　　　　220 2，720
一一…璽～．

@　　（2）　　（玉03）
（Di　　一　　　…

炉噌「旧一｝内幣州｝　弾一暫・

@54　　　　　　6GG
P一・削一甲r．一　　　一「曽　　　　　　　酌，－π　　r　　　一　　㎜　罰…㎝

^4＿五｝竺’鉾…L64G　　　　j

　　　～

S00

　　　（4）；　　一

齪I十一
8，600 400 500

一」｝rL

@　　（50）｝　　一

L650 9，300 280 500

（，b声（、。）　　　…

（　）：技術開発
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（4）海域総合開発事業
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宮城中部海域総合開発構想試案図（出典：宮城中部海域総合瀾発計画概要）
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　2－2－5　仙台溝周辺海域における漁業の直面する課題

　2－2－1で述べたように本海域における沿岸漁業は、強度の漁獲圧力の結果生じた資

源水準の極度の低下に直面しており、その資源増強方策を考えていく必要がある。その方

策を考える際の現状における課題を整理すると次のようである。

　イ）自然環境および生態の調査

　仙台湾の自然環境についての調査研究は、東北大学、東北区水産研究所、宮城県水産試

験場、福島県水産試験場等でかなり手掛けており、資料も多いが、各対象生物との関係

（係わり含い）となると不明な部分が多い。今後はモニタリングを強化することにより、

それらのつめを図り、対象種の初期滅耗要因等を解明する必要がある。

　ロ）種苗生産技術

　技術レベルはそれぞれ異なるが、不可能と考えられるものはない。しかし、人工種苗に

依存しなければならない対象種と、天然での再生産に依存する方が得策かを見定め、その

場合の体制強化を図る方策を検討すべき’である。

　ハ）幼稚西面耗防止技術

　天然種苗と人工種苗の場合ではその手法は異なるが、人工種苗の場合は、例えば、サイ

ズが小さいもの（中間育成期間の短いもの）を大量に放流するか、あるいはサイズが大き

いもの（申間育成期間の長いもの）を少量だけ放流するか等のことについて、どちらが経

済的に採算が合うかを検討する必要がある。また、中間育成では給餌型か、天然餌料依存

型との検討も必要である。

　二）種苗放流技術

　各対象種の生態特性に合せて、いつ、どこに、どのようなサイズで、どの程度（量）を

放流するかということを明確にする必要がある。この場合当然、生物、非生物環境が問題

となる。

　ホ）　環境制御（漁場造成を含む）

　各発育段階に見合った棲患環境が個々に点在するのではなく、連絡し合った形で造成さ

れなければならない。このことから、その問にあるマイナス要因を排除（あるいは改良）

する必要がある。

　上に挙げた（1）から㈲までの課題は主に資源培養技術に関するものであるが、次に資源管

理に関する課題について述べる。

へ）資源管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

現行の漁業管理制度では、小型底曳網漁業や固定二七網漁業のような県知事許可漁業は
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仙台湾の真中で北側が宮城県、南側が福島県によって管轄され、他県の漁船が管轄域で漁

業を行うことはできない。このような行政区画にもとつく漁業管理によっては、有効な資

源管理を行うことは難しい。しかしながら、現行制度のもとでの本海域における管理方策

を挙げるとすれば以下のようなものが考えられる。

①滅船（補償金受領、転業による廃業、二・三男の漁業外就業、増殖義務履行による漁業

　者資格付与、その他の着業規限）

②代替漁業資：源（サンマ、イカ類等浮魚資源等）の利用

③共同漁業権の分割・専有・沖合拡大

④隣県同種漁業の同時休漁、同一規制

⑤代替漁業を考慮した休漁期聞設定、規制

⑥代替漁業への着業促進のための調査、指導、融資：

⑦その他

　なお、当海域を常時生息場としているか、移殖、放流によっては生息する可能性のある

主な魚介藻類について、各生物がかかえる漁i業上、とりわけ資源培養上の問題点を整理し

たのが表2－2－4である。
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表2－2－4　仙台湾周辺海域における対象生物の漁業上の問題点

名　　称 漁業上（特に資源培養上）の問題点

サ　ク　ラ　マ　ス 河川そ上親魚の確保、蓄養催熟、スモルト生産が困難。

ニ　　　　シ　　　　ン 産卵のため来遊した親魚は、その多くが漁獲され、産卵量は著しく少ない状況。ま

ｽ、万石浦ニシンの系群は性比のバランスが悪いので（55、56年級群では6は象

ﾌ5分の1＞、刺網等によって漁場が分断され群が薄くなると、産卵効率が著しく悪

ｻする可能性あり。万石浦の外海には産卵付着物になり得るのは定着網程度しかな

｢。種苗生産は北臼本栽培センターで少数行われているのみ。中間育成、種苗放流

Z術は未確立。

ギ　　ン　　ザ　　ケ 養殖生産は比較的安定しているが、開発可能地域が限定される。漁場の自家汚染や

�vの低迷等もあり、規模拡大は難しい。

ヒラメ・カレイ類 漁獲圧力が極めて強く、かつては小型底曳網、高島は沿岸：刺網の主要漁獲対象種で

?るが、両者の合計漁獲量は1970年頃をピークにして大きく落ち込んでいる。

﨑c生産時に白化個体が多く出現する。初期滅耗も大きい。

ガ　　　ザ　　　ミ 生態的調査がない。中間育成（C3段階まで）技術が未確立。

ク　ル　マ　エ　ビ 初期滅耗が大きい。

ソ　イ　。　メ　バル 種苗の量的供給がやや困難。中高育成技術は完成。

　…A　　　　ワ　　　　ビ 大型種苗放流が可能、餌料確保（海中造林等）も積極的。しかし、全域的な生産増

ﾁはいまだ困難。密漁が多い。籔た、種薗放流効果は正確な評価が不十分である。

ア　　カ　　ガ　　イ 種苗生産を現在検討中であるが、今だ未確立。中間育成、種苗放流技術も未確立。

蜻苻p大規模漁場開発事業として過去に行われたが、自然環境の制御による増殖は

?しい。

ホ　ツ　キ　ガ　イ 種苗生産、中間育成、種苗放流ともに未確立。

チョウセンハマグリ 種苗生産、中間育成、種落放流ともに未確立。成貝では産卵、母員集団育成、島島

ﾌプロセスが不明。

ホ　タ　テ　ガ　イ 種苗の安定供給。

カ　　　　　　　　キ 従前に：比べ成長が遅い傾向で、種ガキ採苗時期も遅れる。身入り不良。市場の競合

ﾔ題もある。

ホ　　　　　　　　　ヤ 販路の拡大が難しい。

ワ　　　カ　　　メ 養殖生産は比較的安定。しかし、これ以上の流通拡大は困難な状況。

　　　　　　　9Fコ　　　　ン　　　　フ 促成栽培種の生産が難しい。

ノ　　　　　　　リ 壮丁、病害等の多発で養殖生産が不安定。市況も長期的低迷。種苗適正品種の育成

ｪ必要である。

（注）な訟、養殖を行なう場合は、すべて採算性に関する問題が生じてくることは言うまでもない。
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2－3　仙台湾周辺海域におけるモデル構想の検討

　2－3一霊　モデル構想の全体概念

　（1》仙台湾周辺海域における特徴と問題点

　2－1及び2－2において記した自然条件や漁業の現況から整理してみると、次の様にな

る。

①　当海域は牡鹿半島から南へ37。付近迄太平洋側で唯一の大陸棚の発達した海域であ

　　ると共に、湾とはいえ、殆ど太平洋に面して開放された海域であり、親潮と黒潮の影

　　響を微妙に受げる。

②　北部には松島湾・万石浦等の準閉塞海域があり、カキ・・ノリの養殖が古くから行われ

　　ており、ヒラメ・カレイ類ニシン等の天然産卵場であると共に魚介藻類の増・養殖の

　　基点である。更に北側は、牡鹿半島周辺の岩礁海域とリアス式内湾に恵まれた海域が

　　あり、アワビ等を主体とした採貝藻とノリ・カキ・ワカメ等の養殖業が盛んである。

③　南部は、その多くが砂浜海岸で形成され、大型の漁業基地に適しないが、阿武隈糾を

　　初めとする多くの河損の流入により栄養塩が補給され、河口も発達している。そのた

　　め、ヒラメ・カレイ類、二枚貝類（アカガイ・ハマグリ等）砂・泥性の魚介類を対象

　　とした小規模漁業基地が点在している。

④　塩釜港は仙台港の一部として重要港湾の指定を受けているが、古くからの沖台漁業と

　　沿岸漁業の基地であり、この地方の水産の流通基点ともなっている。

　以上に列記した様な条件のもとに、仙台湾周辺海域に適合した複含生産システムを考え

ると、その対象は非常に広範囲となり焦点をしぼりにくい。

　｛2）海域特性からのアプローチ

　そこで、今圏のケーススタディでは、海域特性を最優先してアプローチを試みることと

した。

　まず、仙台湾周辺海域をその特微によって、大きく3つに分類する。

①　松島湾、万石浦及び北部岩礁帯といった古くから増・養殖業が行なわれている内湾・

　　入江域。

　　がもう
②　蒲生以南、沖合水深約一50襯までの砂・泥域。

③　水深一50窺から一150瓶付近に至る大陸棚のよく発達した砂礫域。

　これら3海区では、海域の環境特性一水温・DO・流動等の海象パラメータや地形・

底質等の地象パラメータ～が各々異なるため、各海区において、より重要度の高いパラ

メータに対応したシステムを考える必要がある。

　例えば、松島湾は過栄養状態にあるので、それを適度なレベルにまで持っていくための
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9
1

壷2一盤一5　擁台湾周辺海域籔建磁ナるモデル構想鵡概襲

脹、．、㌧㌔．

@’＼　　　海域区分

窒ﾆなる
@構成システム

内　　講　　・　入　　浬 沿　舞　砂　浜　域
沖　　合　　大　　陸　　棚

万　石　　浦 松　　島　湾 北部　岩　礁　帯 内　海　性 外　海　性

潜堤設麗 自立式漂砂防止膜

i稚貝着底を園的）

海流制御フラップ

幼　稚仔
ｸ耗防除

流動制御
i流出・拡散制　御） 離岸堤

ｿ環流離岸潜堤

害敵防除 害敵生物駆除 審敵生物蛸集装麗

養殖沖合化 防波施設 新式浮消波堤 昇降式海中イケス

擬似海底 沖含センター基礎部魚礁
育成空間
g　　　大

底質造成
i魚礁含む）

ニシン卵付着器

iニシン産卵場造成）

人工藻礁製作・投入

i堆積物有効利絹）

人工干潟

iヒラメ・カレイ

Y卵着底場造成ニシン産卵場造成

人工入江

iポケットビーチ）

在来型魚礁

ｸ降式浮魚礁

保育場（アジモ・アマモ場）造成 稚貝集積場造成

水質改善膜海水浄化
iDO改善）

在来型海水交流促進

@（作爾・DO改善
葡u等）

堆積物適正除去

海藻利用過剰

h養塩吸収
栄養調節・

ﾂ境改善
栄養塩・

a料補給
藻場造成 海藻移植・投入

i過剰栄養塩吸収後）
陸水利用（河川水導流） 藻場造成

人工湧昇 水質改羨膜 湧昇発生海中膜 エアバブル湧昇装麗

（注）〔］は今回具体的提案のなされたもの



：方法には何があるか、また、万石浦は流れが殆どないので、海水交流を促進するにはどう

すればいいか。一方、外海性砂浜域では、波浪・漂砂が激しいが、そこを生物安住の場に

するにはどんなものが考えられるか、等である。

　このような観点から、3海区において生産力向上のために必要な要素技術を整理してみ

ると、表2－2－5のようである。

　この表からわかるように、生産力向上のために必要な要素技術は広範囲にわたっている。

今回はそのうち、とりわけ重要度（必要性）の高いと思われるものについて、提案を行う

こととした。

　（3）魚種特性からのアプローチ

　同時に、仙台湾周辺海域で、今後資源の増大を図るに当って、望ましい生物種をあげる

とすれぽどんなものが考えられるか、魚種特性からのアプローチも行なった。

　この選択に当っては、以下の諸条件を考慮に入れた。

①　資源量の減少をきたしていて、沿岸漁家の依存度の高い魚介類。

②　種苗の生産、育成、放流技術が現状で可能か、または、可能性のある魚介類。

③　当海域を常時生息場としているか、移殖、放流によっては生息する可能性のある魚介類。

その結果、表2－2－6に示すような生物が対象としてあげられた。

表2－2－6　仙台湾周辺海域において今後増産の望ましい生物

圓二二、表・中層性魚介類 回遊性、底性魚介類 定着性、底心魚介藻類

増
サクラマス ヒラメ・カレイ ソイ。メバル

ニシン スズキ アワビ

タラ アカガイ
殖

ガザミ ホタテガイ

種
クルマエビ ホッキガイ

ハマグリ

ギンザケ ヒラメ ソイ・メバル

カキ
養

ホタテガイ

アワビ

殖 ウニ

アカガイ

ワカメ・コンブ
種

ノリ

ホヤ
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　なお、以上にあげた生物の中から複数の生物を選んで複合する際には

①複合種は互いに生産阻害要因とならないようにする。

②　休漁期を少なくし、周年的生産、漁獲が可能となるように複合する。

③　海域の生産性を無駄なく利用し尽す配慮が必要。そのためには、表・中・底層の立体

　　的利用を図るほか、必要に応じては海域特性に適合した新しい魚介類の導入も考慮す

　　る。

等のことが必要だろうと思われる。

　これらのことから、仙台湾周辺海域において複合生産システムを展開する上で、最も適

した海域と生物の組み訳せは次のようなものが考えられる。

⑦内湾・入江一ヒラメ・カレイ、ソイ・メバル、スズキ、ニシン、ガザミのナーサリー、

　およびアワビ、アカガイの中澗育成。

＠泥線以浅一ヒラメ・カレイ、ホッキガイ、ハマグリ、ガザミの成育場あるいはナーサ

　一O

㊥大型河川一サクラマスの放流

㊧湾全域一スズキ、ソイ・メバル等の定着魚種、タラ等の接岸魚種

　紛　柚台湾周辺海域におけるモデル構想

　海域特性と魚種特性からのアプローチの結果：、R64で述べたように仙台湾周辺海域を3

海区に分類し、各海区において複合生産システムを検討することとした。各海区における

複合生産システムについては、次項以降に詳述するので、ここでは各々の鼠的と内容につ

いて簡単にふれたい（図2－2－23参照）。

　　D海洋牧場の一環としての湾利用（ケース1）

　ここでは、既存の増・養殖場の現状での問題点解決と生産性の向上を囲的としている。

これは松島湾と万石浦では、すでに種々な環境に対する方策は施されている様ではあるが

決定的ではないため、これ等に客観的な構想を提案しようとするものである。

　この海域は松島国立公園を中心とする景観地であり、当然のことながら人為的な自然加

工や構築は不可能であるから、主として海水交換・底質改善に関する技術とそれによる既

存の増養殖の拡大に対する検討を加えてみた。

　　iD沿岸砂浜域における生産システム（ケース2）

　ここでは、砂浜域を対象としてナーサリーから中間育成・成魚保護までを段階的に捉え
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　た現状改善手法を検討した。これは、七北田川、阿武隈川等の河口域は栄養塩が豊富なた

　め、多くの漁業重要種の幼稚仔集積場となっているにもかかわらず、激しい波浪・漂砂の

　影響で、幼稚仔は流出・拡散し、初期減耗は著しく大きい。そのため、河口域をナーサリ

　一として最大限に利用することによって、砂浜域を生産力の安定した場に強化する構想で

　ある。

　　将来においては当然陸上にはこれらの種苗生産施設や集中章動施設。研究施設を考慮し、

　更に今後発展すると考えられる仙台市南部から関東圏までを対象とした水産流通センター

　や、遊魚施設を中心とした娯楽施設もあわせて考え、地域ぐるみの発展策を検討出来る様

季にするものであるが、今回は砂浜域の生産性の向上に対する検討に止どめる。

　　仙台湾南部においては県の行政上の境界はあっても水産管理上では仙台湾海域は同じ管

　理下に置かれる事が望ましいが、今回の検討ではこの様な問題点の他、福島県北部以南に

　おいて大量の漂砂現象があり、これ等を解明しないと中間層以浅の人工漁場造成には問題

　が多すぎるので、阿武隈河口（鳥の海）付近を臣標とした構想をまとめてみた。

　　　沿沖合大陸棚における生産システム（ケース3）

　　これは、将来構想であって、仙台湾沖合の大陸棚内に大規模な人工岩礁を造り、導潮・

　対流等の自然環境制御機能をもたせるとともに、湾内の管理センターを沖合に設けようと

　いう考えである◎

　　しかしながら現在水深50配以深に於げる水産用構造物の実績は国内では投げこみ魚礁

　しかなく、これらもその後のフォローについては全くなされていない。

　　仙台湾といえども大陸棚先端付近では約150規の水深であり、ハード面でもいろいろ

　と問題もあろうが、大気圧で使用できる海底空間を沈設し、これに自然・生態のデーター

　をモエタリングする設備を搭載する。さらに潮流制御板や、エアーバブルによる海水撹拝

　装置・浮魚礁・人工藻耳介とこれらの観測施設を設げ、海底の生態と挙動を測定する。こ

　の結果は単に水産のみならず我が国の海洋開発の大きな第一歩となるだろう。水産上から

　は湾内への回遊魚の誘導をはじめ、定着魚種の増大や沖合岩礁を利用した魚介類の生産へ

　の大きな足がかりとなる。

　以上が周辺環境から3つの対象を選択した主旨の概要であるが、ケース1からケース2

へ、さらにケース3にかけてますますと問題点や研究の対象は多くなってくる。しかしこ

れらの中には基礎研究の殆どなされていない分野も多く、生物学上の問題点や不明点はも

っと多いのではないかと思われる。したがって、ある程度解決されている現状の技術の組

立てに将来指向の夢を上乗せした様なものを考えてみた。
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　2－3－2　海洋牧場の一環としての湾利用

　（1）はじめに

　ここでは、仙台湾北部を中心に、海洋牧場システムの一環として内湾及び入江を利絹し

た資源培養モデル実験について提案する。

　　i）基本認識

　ここでいう資源培養とは生物生産のことであり、漁業生産のことではない。従って漁獲

に関する技術開発等は一切含まない。また、現在多くの魚介類の増殖で問題点が指摘され

ているのは幼稚仔期の海域環境についてである。他に重要なこともあるが、ここでは、人

工種苗については放流以後、天然種苗については産卵以後、また、移動の大きな魚種は稚

魚期まで、移動が小さく囲い込みも可能と思われるものについては漁業生産の直前までを

対象とし、それらの海域環境を把握することを囲的とする。

　　iD対象魚種

　①アワビ（エゾアワビ）

　②万石浦及びその周辺海域のニシンその他の稚仔魚

　　iiD利用海域

　①松膓湾

　②万石濡及びその周辺

　③北部岩礁帯の一湾

　　lV）海域利用の概要

　①松島湾

　松島湾は富栄養ならびに過栄養海域であり、その海底には有機物・栄養塩を含んだ堆積

物（含有比率は場所によって差があると属われる）が蓄積されている。これらの堆積物は

有害物質を含まなければ、生物の基礎生産に役立つ有用な資源であるが、ただ海底に厚く

堆積しているだけでは逆に無酸素状態を現出させたり、悪性プランクトン等の発生要因と

なるなど、海域の生物生産や養殖の害になる場合が多い。

　松島湾は漁業利用の歴史が畏く、他の海域と比べても良く研究されており、また研究体

制も整っているので、この有用堆積物の分布、堆積量、適正処理量、処理時期等の把握に

ついての実用的な検討は、最終処埋方法さえ確立すれば、十分可能と思われる。

　そこで、この有用堆積物を松島湾の一部の海底から取り出し、必要な処理をした上で、

他の貧栄養海域へ運搬、投入するシステムについて検討した。

　また、松島湾の海水に含まれる余剰栄養塩の回収に海藻を利用することも検討した。こ

こで利用する海藻は、生育の各段階で適宜刈り取り、他海域に運び、アワビの天然ならび

に人工：餌：料とすることを前提としている。
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　以上のように松島湾の豊かな基礎生産力は大いに利用できるのであるが、ここでの本来

の舅的は松島湾を過栄養という漁場の老化から少しでも活性化させることにある。

　②万石浦及びその周辺

　万石浦はかつてはノリ、カキ等の養殖場としてかなりの生産を上げたところであるが、

近年、漁場の老化に伴い、ノリの養殖は成りたたなくなり、カキの生産も落ち込んでいる。

　一方、ニシン、マコガレイ等多くの魚介類にとってはアマモの繁茂する船場があり、ま

た、エサも豊富な為、今以上に老化が進行しなければ優れたナーサリーと考えられる。

　そこで、この万石浦及びその周辺海域の高度利用について主として水産士木的アプロー

チを試みた。尚、その中で取り上げたニシンの卵付着器の開発については、機材は月並み

なものになるかも知れないが、現地で声が上がっており、早期実現対象としたい。

　③北部岩礁帯の一廉

　特定の湾を定めていないが、将来、条件のあう一つの湾を選定し、その湾（もしくは湾

の一部）を超管理海区として、アワビの増殖を行うことを検討した。餌には前述の松島湾

の有用堆積物利用による海中林（多年性海藻林）造成や松島湾で収穫した海藻を天然餌料

又は人工餌料として考えた。

　（2）松島湾の利用

　　D有用堆積物の適正排除と利用

　一般に内湾など沿岸閉鎖性水域の極端な富栄養化が問題視されているが、その一方で適

度の栄養化を必要とする水域も多い。ところが世間一般では、その様な栄養塩を必要とす

る水域に対してまで、富栄養化問題を拡張して考える様な傾向が見られるが、これは関係

者の努力によって、何とか改善して行かなければならない。

　さて松島湾は内湾性の閉鎖水域を形成しているが、特に塩釜市からの窒素と燐の流入量

が多く富栄養化が著るしく進行しており、1961～64年の期間で見ると湾内養殖カキ

の平均へい死率が40～60％に達していると推定されている。そのうち60％以上のへ

い死率を示す地区は湾の全面積の30～50％を占めていると報告されている（渡辺競：

浅海内湾域の富栄養化と養殖業への対応）。

　本来カキ’養殖場の下の海底にはかなり急速に老廃物が堆積することが認められており、

｝基の養殖筏の下には年間数トンにもおよぶ堆積物が見られるといわれる。塩釜の水産加

工工場の排水をも含めて陸上からの流入も多く、これに加うるに養殖カキ自身の老廃物に

よって、底泥の急速な堆積が進むことは避けられない状態であろう。

　ところで、この堆積泥は有機形の窒素と燐を主成分とするものであり、このままに放置

すると有害な赤潮の要因となる鞭毛藻類等の望ましからざるプランクトンの増殖を促進す
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ることもある。この場含この堆積泥を好気消化せしめて無機形の栄養塩に変えることがで

きれば、珪藻などの有益な植物プランクトンの発生を促したり、あるいは海藻に吸収され、

その生育を志げることになる。

　そこで、堆積泥を海上に回収し、十分に日光と酸素を与えて好気消化せしめれば、バク

テリアのはたらきによって有機形の窒素と燐は無機形の栄養塩に変化する。そして好気消

化が完了した状態では、無機形の窒素と燐を主成分とする栄養塩は上澄み水の中に溶け込

み、臭気も消失する。一方固形分は活性汚泥の様な状態で沈澱している。この様な状態に

なった所で、貧栄養のため栄養塩を必要とする水域にこれを運んで肥料として海水中に戻

してやれぽ、その水域の海藻と植物プランクトンの生育を促進することが可能と考えられ

るQ

　その具体的な適用水域として牡鹿半島周辺の北部岩礁帯にこの栄養塩を肥料として散布

することによって海藻ならびに植物プランクトンの増殖をはかることも可能と思われ、

アワビ等の岩礁帯の貝類及び一般水産生物の幼稚仔の生育を促進することが期待される。

　この場合、北部岩礁帯に対する施9巴は、好気消化の完了した堆積泥の上澄み水と固形分

を一緒に海中に戻すか、あるいは上澄み水だけを散布して、あとに残った固形分は固化剤

を加えて固化し別の用途に用いることを検討する。

　海底の堆積泥を回収する場合は、そのサンプリングを実施し、有害元素を皇儲しないこ

と等を確認することが必要である。

　今、松島湾の中で、毛頭の堆積が特に凝るしい水域を湾全体の面積の約10％と仮定し、

堆積泥の層の厚さを約30翻とすると、その特定された水域に堆積している幽霊の総量は

約1，000，000配3と推定できる。この底心の総量をもし5年計画で回収するとすれば、

毎年200，000規3の売価を回収することになる。このためには、ヘドロ俊喋機を3台使

用するとすれば、その仕様は次の通りである。

　揚泥ポンプ能力　約60搬3／hr

　揚泥の含泥率（原泥対比）　　　　65～80％

　装置のディメンション　巾2～3辮、長さ4～5規、高さ1～2魏

　重量　　　　　　　　　4～5トン

　走行速度　　　　　　　　1～1．5㎜／伽

装置に要求される主な特徴は次の通りである。

　・コンパクトな構造：トラックで輸送できる。

　・効率よい心心：高濃度の泥をパイプ排送できる。

　・二次公害を起さない：低速で移動し泥のかきまわしを極力おさえて、二次汚染のない

　　ようにする。
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　・大深度俊漢：水深50撹ぐらいまで凌喋できることが必要である。

　なお装置は、海面上のバージにコントロール装置とパワーユニソトなどを配置し、遠隔

操作によって凌喋機本体が海底を走行して底泥を吸揚げるシステムで、その概要は、図2

－2－24システム構成図に示す通りである。

　さて、装置の揚泥ポンプ能力は60撹3／hrであるので、揚泥の原泥対比含泥率を65

％とすると、

　60ηz3／hr×0．65＝39斧τ3／hr

毎時39㎡の底泥を揚げることができる。更に、年間稼働日数を27◎鷺と仮定し、1日

当り7時間作業できるものとすると、

　39アπ3／hr×7hr×270＝二73，710斧33

即ち装置1台にて年間約74，0・00翫3の底泥を揚げることができるので、3台使用するこ

とによって年間約220，000飛3の障泥を回収できることとなる。

　次に、回収泥を積載して、好気消化駅戸を行なうために、装置1台に対して1，200剛3

の積載能力を有するバージ3隻を使用する。このバージの仕様は次の通りとする。

　・主要寸法　　長60加×巾20規×深1．9襯

　。ディーゼルエンジン駆動スクリューポンプ2基搭載

　・押船接続式鋼製バージ　積載量1，200脚3

　このバージに回収された堆積泥は、2台のスクリューポンプによってゆっくりと循環し

ながら日光を受けると共に大気から酸素の供給を受けて好気消化を進行させる。約1週間

にて好気消化が終了した段階で、押堀によって所定の水域まで航行し、2台のスクリュー

ポンプによって、無機形の栄養塩に変化した堆積泥を海水中に還元せしめる。

　調達すべき機材のコストについては大略次の様に推定される。

　・装置3組

　・バージ9隻

　・含計

他に、現地作業に必要な機材としては、

　・作業用クレーンバージ

　　（所要甲板面積約120㎜2）

　・風船1000PS
　・バージ係留作業周艇

などである。

約2億円

約8億円

約10億円

3隻

1隻

1隻

　の海藻による過剰栄養塩吸収と利用

水の中の過剰栄養塩を海藻等の水産植物に吸収されるということはかなり前から行われ
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図2＿2＿24　システム構成図
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ているが、国で本格的に取り上げて実験を行ったのは最近である。その結果は赤潮対策技

術開発試験の一環として昭和54年～56年度に水産庁漁場保全課が千葉県水産：試験場、

兵庫県立水産試験場、大分県浅海漁業試験場に委託した海藻による富栄養化防止試験の報

告書及び海藻によるN・P圓収マニュアルにまとめられている。

　松島湾の栄養塩圏収に千葉・兵庫・大分で得られた数値は必ずしも当てはまらないと思

われるし、海藻の選択についても問題は残されている。しかし、これら三県で得られた知

見は、松島湾の栄養塩回収システムの基礎資料として極めて重要なものである。供試海藻

はアカモク（兵庫・大分）、ハハキ’モク（兵庫）、ヤソマタモク（兵庫）、オゴノリ（千

葉）の四種である。

　報告書及びマニュアルの内容にはここでは触れないが、千葉県水産試験場のマニュアル

に「オゴノリによる窟栄養化防止検討」の國が示されているので参考として図2－2－25

にあげておく。

　さて、栄養塩を吸収させて育てた海藻は適当に育ったところであらかじめ計画された刈

り取りスケジュールにそって定期的に収獲し、バージ等に乗せて北部岩礁帯のアワビ増殖

場に向かう。この聞の移動は次の通りである。

海　　藻　　収　　穫

一　　時　　貯　　蔵

輸　　　　　　　　送

増　　殖　場　倉　庫：

…………・……・・ @

一一……一 A

……………・一・B

……………・一・C

　ここで必要となる機材は次のようなものになる。

　①では、自動収穫機もあるが、初めから自動収穫を考慮した海藻増殖施設の開発が必要

である。

　②と③は、海藻輸送のローテーションに関係し、餌料としての海藻の保存期間、保存方

法等がある程度示されたところでいくつかの方法を試みて検討する必要がある。

　③から④への移動も、倉庫を陸上にするか、海上、海中にするか、境界線上にするかで
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改善効果の検討

図2－2－25 オゴノリによる富栄養化防止検討
　　　　（出典：千葉県水産試験場，海藻によるNP回収マニュアル）



さまざまな方法が考えられる。

　以上のように余剰栄養塩の吸収により生長した海藻をアワビの餌料とすることはおそら

く可能と思われる。問題は海藻の季節性である。季節の異なる海藻の組み合せによりこの

問題を解決出来れば良いが、もしその方法が無理な場含は、シーズン中に大量に収穫した

海藻の一部を人工餌：料にしてシーズン外に備えることを考えなけれぽならない。この場合

海藻は、必ずしもシーズン中に餌料として利用される海藻と同種とは限らない。

　（3）万石浦の高度利用

　ここでは、代表的な閉鎖系の内湾として万石浦を取り上げ、本湾の高度利用の仕方、複

合生産システムのあり方といったものについて、以下に検討を加えることにする。

　　Dシステムのねらい

　万石浦は図2－2－26に示すように、石巻湾の東端にある水面積6．85K彿2の袋状型

の閉鎖系内湾であって、延長1，800窺、編100～200窺の細長い水路によって外海

と連絡している。水深は、水道部と湾奥部が比較的深くて平均4～6撹程度あるが、中央

部は浅く1～2窺の区域が拡がっていて、大潮の干潮時には干潟となる場所も多い。この

ため、外海水との混合交換が悪くて湾内水が停滞し易く、かってはノリ、カキの養殖場と

して栄えた海域であったが、集約度の高い養殖が長年繰り癒えされ、かつ、水産加工場排

水や生活雑排水の流入等の影響もあって、近年老廃化の一途を辿り、低位生産性の漁場と

なったQ

尾崎 農敷浜
猪落

針浜

図2－2－26　万石浦深浅図
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　特に湾奥部においては、底質のヘドロ化とそれに伴う水質の悪化が著しく、夏期におい

ては酸素欠乏、硫化水素の発生等によるカキの大量発死をはじめ、周年いわφるカキ身入

不良化が顕著となり、さらに、かって県内有数のノリ種苗露盤給地として、また養成場と

して多くの生産実績をもつノリ養殖についても、病害発生、成長不良等のため沖合へ移行

し、湾内漁場への依存度は極めて低い現状にある。

　しかし、湾内に繁茂するアマモの藻場や干潟は、イシガレイ、マコガレイ、スズキ、ソ

ィ、クルマエビ等多くの魚介類がその生活史の一時期を過ごしたり、産卵する場となって

おり、仙台湾の魚介類資源にとっても補充群の成育場としても重要な位置付けにある。そ

れ故、本湾における漁場環境の圃復と維持・保全、あるいは複合生産システムの構築は、

仙台湾における漁業振興、海洋牧場構想の実現等のためにも是非必要なものと考えられる。

　そこでここでは、これまでの’実績、県水試による調査・研究結果等から、今後資源の増

大が望ましい対象種として特にノリ、カキ、ニシン、マコガレイ、クルマエビ、ガザミの

6種を取り上げ、万石浦におけるこれらの増養殖のあり方等について、そして、これら増

養殖のために考えられる本湾の環境改善の方策等について以下に提示したい。

　　iD増養殖技術の向上

　　　イ）ノリ

　量的には現状維持を原則として、湾内揺蕩、沖合養殖方式の確立による漁場の有効利用

と品質の向上を図る。品種の改良を行い、密殖等を避け、病害の発生等を防ぐと同時に、

湾内海水の交流の促進、底質の改善等に努める必要がある。

　　　ロ）カキ

　種苗が安定確保出来るカキ養殖の増産を図る。そのため、ノリ漁場の一部転爾も進める。

種ガキの採苗、抑制については、需要動向に対応しながら、量的には現状維持を原則とし、

品質の向上即ち硬毛育成による価格の向上に努める。ノリの場合と同様に、密殖等を避け

ると同時に、湾内海水の交流の促進、底質の改善、あるいは曝気（夏期）等の必要がある。

　　　ハ）ニシン

　産卵および稚仔生育の場は仙台湾北部、主に石巻湾に集中しており、産卵場は沿岸岩礁

または砂底域、湾U・湾内に分布する藻場、そして、稚仔生育場は内湾浅海域等となっ

ている。しかし、万石浦におけるニシン資源は、刺網等による著しい漁獲強度の増大、漁

場の分断等により非常に不安定な状態となっている。

　それ故、産卵漁場の造成や卵付着器の開発・設置等を行い、産卵量を確保すると同時に、

着底時の生残率の向上、アジモ場、アマモ場の造成等の幼稚魚保育場の造成により、再生

産の安定化を図る。また、産卵親魚の来遊量と稚魚発生量との関係を明らかにする等、資

源管埋手法の開発や漁獲手法の改善を進め、適正な資源、漁獲管埋を行うことにする。
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　なお、ニシンの場合、産卵行動の保障が最も重要であるが、産卵漁場の造成方法につい

ては未知であるともいえ、今後の研究・開発が必要である。また、最大の減耗を示すのは

着底時であるので、汀線域に循環流を生じさせるような潜堤を設置する等の、効率良く沿

岸汀線域に浮遊稚仔を集積し、着底させる漁場の形成手法と、生残効果を高める手法の開

発が必要である。

　　二）マコガレイ

　仙台湾地区は、カレイ類の豊庫といわれ、周年を通じてこれを対象とした漁業が盛んに

行われ、沿岸部では刺網、釣り、沖合では底曳網が主な漁業となっており、年々活魚出荷

が盛んになるにつれて、マコガレイは他のカレイ類と共に有力種となって来ている。

　これまでの調査結果をみると、石巻湾の砂浜海域におけるマコガレイ稚魚の生残は不安

定かつ小さいが、万石浦では多数の着底稚魚が確認されており、本経は再生産の場の～部

として極めて重要な意味を持つと考えられる。即ち、石巻湾北部距岸1～3㎞、水深10魏

付近に集積、分布する浮遊稚魚は、上潮と共に万石浦に水道部から幹線濡径由で侵入して、

周辺部へと方向性をもって移動し、下潮時にそのまま滞留するようになる。そして、稚魚

は濤に面した干潟縁辺部や地盤の低い干潟に生息しており、さらに大きくなると干潟縁辺

部を離れ深みに移行する。

　これらのことから、増殖毒悪としては、①有効産卵親魚の確保、②浮遊稚魚の大量放流、

③中間育成施設の設置：餌：付完了時までは生蟹方式、その後は囲い網方式、④海水交換量

の増大等を図ることにする。

　　　ホ）クルマエビ

　宮城県は、太平洋側におけるクルマエビ生麺分布の北限ともされており、万石浦は長面

浦、鳥ノ海等と共に、クルマエビ若令期の生息場としての条件を備えている。そして、こ

れらの周辺海域では刺網等で実際に漁獲されているが、量的には不安定で、昭和42年を

ピークに急激に減少して来ている。

　このことから、資源の回復、増大を図るべく、生産された種苗を放流海域に定着させる

ための、種苗放流と中間育成・放流技術の開発、干潟あるいは干潟域での囲い網方式等の

中押育成場の造成等を図るとともに、湾内海水の交流の促進、底質の改善、食害による減

耗の防止等に努める必要がある。

　　　へ）ガザミ

　近年、ガザミの種苗生産は各地で行われるようになり、量産体制がほぼ確立されつつあ

る。このことから、本湾においても種苗生産・放流技術の確立、中間育成技術の開発等を

薫ることにする。
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　しかし、種苗生産期がクルマエビと：重なるため、施設や餌の面で問題が生じる可能性も

あるので、ガザミの種苗生産は、比較的長期にわたるクルマエビの前に実施する方が、放

流のことを考えても望ましい。また、クルマエビの場合と同様に、湾内海水の交流の促進、

底質の改善等に努める必要がある。

　　薩D好適生活圏の拡大

　　　イ）湾口改良

　湾内海水の交流・交換促進法の一つとして、湾口水道部の改良が考えられる。水道部を

30㎜～40工程度拡幅すると、現状の10％～15％程度の海水交流量の増加が期待出

来る。しかし、繭側は住宅地となっており、効果の割には費用が掛かると考えられる。

　　　ロ）新水道の開削

　地形上、海水交流のため、万石浦の湾戸部と女川湾高白を結ぶ新水路の開削が考えられ

る。両湾を連結する水路の造成と水門の設置により、海水交換と水温の調節が可能となり、

最：適の開発方式と考えられる。しかし、この方法によると、平均水深4祝、幅216襯、

長さ4，000窺程度の水道開削が必要となり、相当の工事費を必要とする。

　　　ハ）導流堤：による潮流制御

　潮流を制御して海水交流を図るべく、湾のほぼ正中線に沿って導流堤を設置する。万石

橋を橋脚1本の橋として、水門を付設し、上げ潮、下げ潮に応じていずれか一方を開閉す

ることによって、湾奥水の海水交換を促進する。また、導流堤の底面部には間隙を設けて、

底層水流を助長し、その掃流力により海底土の改良を行う。しかし、二1二事に要する費用は

かなりのものと考えられる。

　　　ユ）作藩

　湾内海水の交流・交換法の一つとして、あるいは底質改善法の一つとして、作溝は経費

等の面でも最適なものと考えられる。そして、既に昭和52年以降、掘幅30～60糀、

施工延長：7，040祝、土量62玉，000η23程度の作濡が実施され効果を上げて来ており、

凌喋された士砂はいずれも本湾内におけるアサリ、クルマエビ等の中間育成場の造成のた

めに用いられている。

　したがって、今後とも本工法の実施を継続することとし、出来たら掘幅を水道四幅と同じく

100～20伽程度とし、さらに湾奥部まで延長すると同時に、俊喋した土砂については、ク

ルマエビ、ガザミ等の中江育成場の造成等に用いることにする。

　　　ホ）凌喋・覆砂

　心奥部等における底質改善のため、堆積した有機汚泥、ヘドロ等については俊麗し、ク

ルマエビ中聞育成場の造成等に用いることにする。即ち、俊士汚泥については一旦仕切ら

れた育成場造成予定地内に入れ、天日乾燥等によって脱水固化した後、所定の高さ、勾配
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まで覆面することにする。

　あるいは、底泥等による水中酸素の消費、硫化水素の発生等を防ぐため、底泥上に覆砂

することによって底質の改善を図ることにする。

　　　へ）潜堤の設置

　ニシン浮遊稚仔を効率良く沿岸汀線域に集積させるため、汀線域において循環流を生じ

させるような潜心を設置し、稚仔の減耗を防ぐようにする。

　　　ト）保護礁の設置

　ニシンの場含、産卵行動の保瞳が最も重要である。そのため、産卵漁場形成の一方法と

して、産卵行動の保護を図るべく、いわゆる保護礁を設ける。

　　　チ）藻場の造成

　ニシンの産卵、幼稚魚保育を月的として湾内各所にホンダワラ類等のガラモ場を造成す

る。

　　　リ）卵付着器の開発

　ニシンが定置網や流れ藻魚に産卵していることをヒントに、旧藩などとは異なる新たな

卵付着器（産卵基盤）を銅発し、設置するものとする。

　　　ヌ）害敵生物駆除装置の開発

　無敵生物の蝟集を効率良く行い、あるいは中間育成場等への侵入を防ぎ、海底・千潟面

等の生産力を霞的種に集中させられるような装置の開発を行う。

　　　ル）間欠式曝気筒の設置

　水中の溶存酸素が欠乏する夏期等、湾奥部等において、電力消費此等も少なくて済み、

その効果が期待出来る聞欠式曝気筒等を、適宜設置し、貧酸素水域の出現を防ぐようにす

る。

　　｝V）万石浦における複合生産システム

　ここでは、今後万石浦において資源の増大が期待される対象種として、ノリ、カキ、ニ

シン、マコガレイ、クルマエビ、ガザミの6種を取り上げ、先ずこれらの増養殖のあり方

等（増養殖技術の向上）について述べると共に、これらの増養殖のために考えられる本湾

の環境改善の方策等（好適生活圏の拡大）を提示した。

　しかし、これらは図2－2－27に示すように、漁獲方法等を含めた漁獲管埋の問題、

販売ルート等を含めた販売方法の問題、現存環境およびここで提示した環境改善の実施（環

境制御）に伴う環境監視の問題等をも合ぜ考えた、管理システムからの指示によって初め

て適確に実施に移せる訳で、そのような意味では、これらの諸システムがすべて、正常に

機能し得ることにより、ここでいう複含生産システムも有効なものとなり得る。それ故、

ここで述べた諸増養殖技術、環境改善（制御）技術等も未だ未成熟なものが少なくないこ
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とを考えると、本複含生産システムはフィードバック機能も含めた、より伸縮自在な柔軟

なシステムに構築して置く必要があろう。
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図2－2－27　万石浦における複含生産システムの概念図

　（4）北部岩礁帯の一湾の利用

　　Dアワビ増殖場の造成

　　　イ）海区の設定

　湾口部を堤防、仕切網等の方法で外部と区別し、少くともアワビの稚貝の流出、害敵・

競含生物の大量流入を防ぐことが出来る準閉鎖海区、及び湾口部を堤：防等でほぼ完全に閉

じ、海水交換を最底限にとどめ、それ以上の海水の流入、流出はポンプを使うようにした

閉鎖海区：をそれぞれ一つずつ造成する。これらの海区規模は大きいに越したことはないが、

生態研究と実用規模算定の為の実海域実験場であるので、将来実用漁場として改造するこ

とを前堤に、例えば100魏×100窺程度の範囲でも良い。

　　　ロ）海区の詳細調査
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　海区造成後に海区内の詳細な調査をする（事前調査とは別）。作成資料は次の通り。

　①　生物相詳細図・表

　②海水に関する種々の調査図・表

　③　海底地形詳綱図

　④海底地質詳細図

　⑤　その他

　これらの調査、特に①及び②については実験中定期的に、アワビその他生物の特性に合

わせて継続して行うようにする。

　　　ハ）近隣の比較対照海区の詳細調査

　近くに比較対照の為の海区を数ヵ所定めておき、実験海区と並行して同様の調査を行う。

　　　二）害敵・競合生物の存在

　害敵・競含生物が比較対照海区と比べて多過ぎる場含は排除して適量とする。

　　　ホ）密漁監視システムの設置

　実験海区、比較対照海区のすべてに密漁監視システムを設置し、密漁を防ぐとともに、

密漁者の実体をリストアップする。

　　　へ）養殖区画の設定

　準閉鎖海区では増殖実験と比較する目的で管理をほぼ完全にした養殖実験を数ケース行

う為、養殖区画を設げる。

　　　ト）管埋・研究棟の建設

　実験海区及び比較対照海区を管埋する為に管理棟を建設し、常時担当員が交代で管埋す

るが、極力省力化する為、研究棟も併設し、研究も兼ねたものとする。海気象条件の悪化

等予め人手の予想される場合を除き、管理上問題となる餌料の投入、保管、水質のチェッ

クなどは省力機器や自動監視システムを導入し、完全とはいえないまでも出来るだけ人手

をわずらわせないようなものとする。また、研究面では、アワビの生態行動を例え一部で

も把握するべく、水中テレビカメラの設置等現状技術にて実験可能なものは出来るだけ備

え付け、現在の工学技術がどの程度まで海中生物の生態調査に役立つのか、あるいは全く

歯が立たないのかを生物・工学双方の研究者が確認する場となるような設備を整える。

　　の餌：料の調達

　実験海区でアワビを大量増殖する為には、実験海区内の広義での環境条件が問題となる。

その環境条件とアワビの生態との関連を把握するのが目的であるが、広義の環境条件の中

には、害敵・競合生物や餌料の問題も含まれている。いずれも環境条件の中では最重要項

農として取り上げられるものであり、害敵・競合生物については実験海区で詳細に調査す

べきものであるが、最短要項霞となるだけあって影響度が非常に大きく、実験当初、実験
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中いずれも大量発生があった場合、間引かなけれぽならないことはD一二）で述べた通り

である。しかるに、餌料については害敵・競含生物とは明らかに異なり、食物連鎖の中で

のカサ上げが直接アワビの生存個数に関係する為、カサ上げの方法を考えなければならな

い。

　その方法は少くとも二案考えられる。一つは、餌料海藻を他から運んで海区に投与する

方法であり、もう一つは海区に繁茂する海藻の量を栄養塩その他を使って増加させる方法

である。ただ、いずれの場合も餌料海藻には季節性がある為、人工餌料、海藻の種類別使

い分け等による補強が必要となる。以上を単純化したものが図2－2－28（A）～＠）であ

る。

　図2－2－28（F）にあるように：、松島湾は過栄養状態であり、海水中、海底に松島湾で

は十分に利用し切れない栄養塩が蓄積されている。これらを（1）及び（2）で記したように、栄

養塩をそのまま、あるいは海藻に吸収させて松島湾から運び出し、実験海区に投入するこ

とで、間接あるいは直接に大量のアワビの餌料を調達し、食物連鎖の中でのカサ上げを達

成することが出来るのではないかと考えた。特に、海藻を直接投与することはいくつかの

アワビ養殖場での実例があり実海域とはいえ成り立つ可能性は大きいと思われる。また、

収穫した海藻を人工餌料として利用することは研究課題はあるが技術的には可能であり、

極端に言えば乾燥粉末にして粘性のあるものを加えモイストペレットのようなものにして

冷蔵・冷凍保存することが出来れば十分であろう。尚、海藻の季節別種類分けについては

実胴上難しい点があり、特に閉鎖海区での栄養塩添加による海藻培養の場合は困難が予想

されるが、今後の検討により出来る限りの実験を試みてみることとしたい。松島湾の基礎

生産を利熱した海洋牧場システムの一形態を図2－2－29に示す。

　　liD機材の開発

　実験海区に設置する機材には様々なものが考えられるが、最低限必要なものを以下にあ

げる。実際に設置すれば、それぞれの効果については実験を通して改善されなければなら

ない。これらの機器は今後の研究で、ある段階までは実施可能なレベルに達することが期

待される。

　①海底のアワビの自動計数装置

　②アワビの行動追跡装置

　③アワビの生態観察装置

　④海藻の繁茂量計測装置

　⑤水質自動計測装置

　⑥心向流速自動計測装置

　⑦波高自動計測装置
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松島湾 万石浦
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①有用堆積物を処理し、栄養塩化したもの。

②松島湾で培養した餌料海藻。

万石浦周辺
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L用堆積物

図2－2－29　松島湾の基礎生産を利用した海洋牧場システム
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図2－2－30　開発機材の関係模式二
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　⑧アワビ養殖施設

　⑨海藻餌料自動給餌装置

　⑩人工餌料自動給餌装置

　⑪人工餌料製造装置

　⑫海藻・人工餌料保存倉庫

　⑬食害防止育成礁

　⑭密漁監視システム

　⑯多年性海中林造成システム

　⑯海藻付着の容易な人工藻礁

　⑰その他

　これら機材（図2－2－30・参照）について概要を記すると、

①海底のアワビの自動計数装置

　種苗放流後のアワビの現存数の概数を把握することを目的とする。それによって、放流

後の移動拡散状態、減耗状況等の生態、ひいてはどういう条件が好適生活圏となるのか推

測調査する。

　数の把握は、全アワビに取り付けた信号発信器から信号を受けても、また、アワビに取

り無げた信号反射器や反応器の反応を受けても良い。受信装置を取り付げるものは海上の

船でも海中を移動する無人潜水艇のようなものでも、もしくは海底から海上に突き出たタ

ワーでも、海面に浮くブイでもよい。現在未翻発の装置であるが、醐発出来れば貴重なも

のとなる。

②　アワビの行動追跡装置

　放流アワビの一部（数パーセント、コンマ以下でも良い）にそれぞれ特定の信号返信器

を取り付け、その信号をとらえて個々の行動を追跡出来るような装置。これにより、アワ

ビの行動と環境条件との関連をかなりつかむことが可能となる。

③　アワビの生態観察装置

　高感度水中テレビカメラ（白黒、カラーいずれでも良いがカラーは高価）を備えたア

ワビ稚貝用の人工礁を作り、周辺から独立させて一一囎海底に設置したり、海中に吊り下げ

たりして一罪生態の観察を行う。また、成貝については成員の好む場所やエサ場にカメラ

を設置し》（観察を行う（図2－2－31～32参照）。カメラの移動による追跡が必要な

場含は小型の水中作業艇にカメラを備えつけて位置、姿勢を制御しながら移動追跡する方

法もある（図2－2－33参照）。これらの装置は前記①②とは異なり今すぐにでも製作

可能なものである。

④　海藻の繁茂量計測装置
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　　　　　　　　　　　図2－2－33　生態観察装置の例（3＞

　栄養塩と餌料海藻との関係、及び餌料海藻とアワビとの関係の把握に利用できる。概算

罎：で良いと思われるが、具体的な方法は今後検討が必要。

⑤　水質自動計測装置

　水温、PH、DO、無機態N及びP、濁度、照度等をリアルタイムで計測表示出来る装

置。

（6）　流向流速自動計測装置

⑦　波高自動計測装置

　これらは、実験海区の各Sta撮onでの情報をリアルタイムに計測可能なもの。流陶流速

は表層・中層・底層の3層計測出来ると良い。⑥及び⑦は現存技術でほぼ達成されている。

例えば、ドラップラーソナーを利用した潮流測定を図2－2－34に示す。

⑧アワビ養殖施設

　実験海区の増殖アワビと養殖アワビについてあらゆる比較をするための省力化された養

殖施設。

⑨　海藻餌料自動給餌装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一89一



言t測器竃

ロランCアンァナ

　（船位：灘箆用》

速勲密＿／＆　　，。プラ鞭計
（送受波器）

　／　　、

　仁⊃々臼巳。
／《

紹9亀
（送受波器）

　　　　　　　　　　　　　　　　　々Oロ◎

　　　　　　　　〆一一＼．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　図2－2－34　ドップラーソナー利用による測定概要

　松島湾で収穫した生海藻を海底のアワビに給餌する為の装置。

⑩　人工餌料自動給餌装置

　人工餌料の形態により異なるが、現存技術の応手で出来る。

⑪人工餌料製造装置

　現存技術で曹能。但し、松島湾での栄養塩吸収が優先する為、アワビの餌料として海藻

の質の検討が必要な場含もある。

⑫　海藻・人工餌料保存倉庫

　生海藻及び人工餌料を冷蔵、冷凍又は乾燥保存する為の倉庫。

⑬　食害防止育成礁

　稚貝レベルでの食害防止の為の実験施設。（図2－2－35参照）

⑭密漁監視システム

　成貝レベルでの最大の害敵は人間と考えられている。この害敵防止の為の実験施設。

⑮　多年性海中林造成システム

　多年性海中林を実験海区に作り上げる為の機材及び設置方法の開発を目的とした実験シ

スアム○
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図2－2－35　食害防止育成礁

⑯　海藻付着の容易な人工藻礁

　⑮を作る為の実験施設。種々の機材、形状の実験を行う。以下に1例を述べる。

　〔海藻付着の容易な人工藻塩の例〕

　前述のヘドロ俊喋機によって回収された堆積泥は、適切な組成の固化剤を加えることに

よって固化することができるが、固化したあとの使爾目的によって或程度は強度の調節が

可能である。また固化剤を加えてから固化するまでの所要時間についても数時間から数十

時聞に至るまで調節することができる。この様な堆積泥の固化技術を利用して海藻の付着

し易い基質と組合せたブロックを成形し人工藻礁とする。

　まず甲板面積600衿ヂ程度のバージに固化装置を設備し、俊喋機から揚泥された堆積泥

を直接固化装置に送って固化剤を添加撮伴し、型枠に流し込んで成形せしめるのが一連の

工程である。この場合、型枠は成形後取外することなく成形されたブロックの外郭を形成

するものとし、その形枠の表面に海藻付着の容易な基質を予め取付けて置いて、成形され

一91一



たブロックをそのま玉海底に投下設置する。

＠　その他

　以上の他にも種々の重要な機材の開発があると思われ、生物工学的手法による機材やシ

ステムの開発が工業面からマリーン・ラソチング計画を支える重要な柱となろう。

　2－3－3　沿岸砂浜域における生産システム

　（1＞はじめに

　既に2－1で述べたように、松島湾より南は外海性の砂浜域として位置づけられている

が、本項でいう「沿岸砂浜域」とは蒲生（がもう；松島湾の南）以南の沖合水深約50祝

に至る砂質、あるいはシルト質でおおわれた海域（一部砂礫域も含む）とする。

　当海域の10規以浅の海域では、ヒラメ・カレイ類、チョウセンハマグリ、ホッキガイ

等の底生魚介類の幼稚仔の着底場となっていることが明らかにされている。これまでの研

究によると、これらの生物の分布は、ヒラメ幼魚では、海底面の凸凹の斜面及びトラフ短

に生息が多い。チョウセンハマグリの2～3伽殼長の若年貝は、カスプ規の平担部に多く、

地形と対応して生患が多い。ホッキガイは、開かれた海域では波による稚貝の汀線への打

ち上げによる滅耗が大きく、離岸堤、消波堤：の内側など、渦流域で波がある程度小なると

ころに多く分布していること、が明らかにされている。

　砂浜域における波浪・流動等の物理的環境は現地調査をもとに追々にではあるが、明ら

かにされつつある。しかし、上で述べたような生物と、砂浜域の流れ環境、海底環境につ

いての関係はほとんど研究事例を持っていない。

　本項ではこのような砂浜域の水環境・底環境に工学的技術を導入することによって、生

物資源の、とりわけ幼稚仔期の減耗を抑制し、絶対値のかさ上げを図ることが囲的である。

とはいえ、このような開発を進めるに当って、その計画に組み込むべき要素技術、機器、

システムは既に実用化されているもの、現在開意中のもの、企画構想段階のものなど、種

々様々である。それらの中から今回の沿岸砂浜域におけるシステム構想として次の4項目

をとり上げることとした。

　①　人工干潟の開発

　②　膜利用による漂砂防止・水質改善

　③　擬似海底

　④　波浪対策

美1　沿岸砂州の地形の一部を指し、沿岸砂州の岸側に出来る凹部を云う。

苦2　波、流れによって海岸線を平面的にみると波状の汀線地形が連続してみられる。この汀線形状をもつ海岸

　　をカスプ海岸と云う。一般にこの波状地形は、カスプの波長が100飛～数100彿に及ぶものと、数辮

　　～数10加の波長しか示さないものがある。前者を大規模カスプ、後者を浜カスプと呼んでいる。
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　なお、これらの項目を選んだのは次のような理由による。

　第1に、4つに共通した基本的な目標は、海洋牧場計画の饅的である「わが国周辺の資

源量の増大1にとって、その罎的達成のために役立つ方策がほしいという要求に応えたい

ということである。そして、この目標が真に達成出来るか否かということは、わが国食糧

政策の根幹に関わる重要課題であることを我々本分野関係者は常に想起すべきであること

をあらためて指摘したい。そして、そのためには、自然の生態系の保護ではなく、あえて

「自然に刺激を加えることによって自然がどのように応答するかをマクロ的にながめるこ

とも必要1（狩谷真二：水産被害の現状とその対策）という立場に＼Zって提議したいと考え

た。このような観点から、本作業に関連する諸資料を見直すと、これから必要と思われる

諸構想はおおむねすでに提案されているようで、ゆえに問題はそれらを評価する奴立場、、

にあると考えられる。そこで、・ここでは、この作業の重要性を考え、今までいろいろな形

で提案されながらも、なんらかの事情でとり上げられなかった問題もあらためて再考する

ことにした。

　第2に、本構想は仙台湾域内の沿岸砂浜域対策という位置づけであるが、砂浜域は銀本

周辺海域でも最も開放性の高い、遠浅の単調な海岸線で、いわぽ何等取柄のない海という

ことである。このような砂浜域を生態系の特性図として示せば図2－2－36のようで、

せまい三角形の底辺、すなわち少い基礎生産量と、魚の気ままな加入、逸出という2大デ

メリットを抱えていると考えられる。したがって、これまで国の沿岸漁場整備関連の諸事

業からも取り残されがちの海域であった。しかし、水産庁においてもこの問題の重：要性を

認識し、昭和59年度から4ケ年計薩で「大規模砂泥域開発調査！として、基本的、共通

的課題を中心に作業が進められる予定である。

　　　脚入
逸出 　！

ノ

『

曳

、

！
！縛

逸出　　加入

逸出

鴫

加入
逸出

加入

、加輩出の

足どﾅ
　　ノ

〆 加入の増強

ム
ト少三七韻愚

図2－2－36　砂浜域における食物連鎖系の概念図
（科学技術庁資源調査会報告第91号より一部改変）

ト基醜量嚇一一→1
　図2－2－37砂浜域における
　　　　　　　生産力増強策の概念図
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　とはいえ、砂浜域における生産力の増強策を考えるに当って、図2－2－36をもう一

度みてみると、増強策の基本はこの図が示す2大デメリットに対する対策を案出、実行す

ることであると考えられる。したがって、対策を示せば図2－2－37のようであろう。

すなわち、第1に基礎生産量の拡大であり、第2に加入逸出の足止め、さらにでき得れば

成長の促進、第3に加入の増強である。

　さて、ここで注嘉したいのは、砂浜域にかぎらず海洋の基礎生産量拡大のための主要エ

ネルギー源は、陸上で生産されて海に流入する有機、無機の栄養物質だということである。

このことは、わが国が保有する451万㎞2という世界第6位の200海里漁業專管水域の

有効利用と相侯って、相当量の海洋からの食糧の自給を保証するものである。

　以上のようなことから、砂浜域の開発については、例えば従来の干潟開発の目標は魚介

類の育成だけにおかれてきたカ㍉今後はいわゆる陸側のテーマと海側のテーマとの融含に

より、高い経済性の実現を計ることも重要な課題であると思う。それは例えば「干潟は生

きている」（栗原康）に取り上げられているように、通常の干潟機能と都市の二次処理水

の高度処理（三次処理に相当）機能を複合させた人工干潟のシステムが、従来の陸上三次

処理施設よりもはるかに高い経済性で実現できる可能性を持っていること等からも考えられる。

　さらにもう1つ指摘したい点は、いわゆるソフトエネルギーの中でも重要なエネルギー

資源といわれる、潮汐力の利用に関してである。地球上における潮汐エネルギーの総量は

莫大で、かつわが国にとっては大変身近に存在するエネルギーでもある。したがって、わ

が国水産分野でも、何らかの形で利用を試みるべきであろう。

　いずれにしても、砂浜域において生物資源の絶対値のかさ上げを図るには、陸域で生産

される栄養物質を海洋に有効に配分し、同時に激しい波浪・漂砂現象をできるかぎり抑制

することが最も効率的だと思われる。

　本項では、以上のような観点から、具体的なシステムの提案を行うこととした。

　（2）人工干潟の開発

　まず、人工干潟の開発であるが、これは当海域に限らず河口悪であれば、わが国沿岸域

のどこにでもすぐに着手可能な汎用性のあるシステムだと思われる。

　　D千潟の概要

　河目は、陸水の流れ込みによって汽水域をつくり、塩分濃度が沖合に向かって高くなっ

ている所である。その塩分濃度が変化することが遡河性魚類の誘因となり、また河口域の

特性ともなっている。また河口は、陸水よりの栄養補給があるので、特に幼稚仔期の生物

の保育場を形成していることが多い。

　これら河口の環境は、陸水が連続的に拡散しているか、離散的に流出するかによって異

一94一



なり、その違いによって魚介類へ与える影響も異なっている。例えば、離散流出では回帰

魚の河口探知が困難となり、また汽水性プランクトンの発生、ひいては、幼稚魚の保育場

としての効果にも影響してくる。

　また、河口においては、河道内に塩水が遡上し、潮汐によって河道内に幅振動が生ずる。

このような場合、海水と淡水の混合が起こるが、その混合に関する問題と、さらに、当海

域ではサケ科魚類の遡上があるので河口維持の問題が解明されなければならない。

　　の人工干潟の開発

ここでは、継、鍵潟ノ鱒の天然干潟域について、現状の干潟機能をより効果的

に働かすための自然生産力の増強を目標にした。

　　　イ）対象生物

　当海域で干潟を利用する漁業重要種は二枚貝類（アサリ・ハマグリ等）とヒラメ・カレ

イ類とその他魚種である。本システムでは、そのうち最も一般的な二枚貝類とヒラメ・カ

レイ類を対象とした。

　これらの生物が干潟を利用する形態は、二枚員類では、干潟内で全生活史を完結し、漁

場も同地に形成される。ヒラメ・カレイ類では、卵・仔魚が干潟内に入り、稚魚期には育

成場として干潟で成育する。その後、この干潟から周辺水域へ移動し、そこで漁獲対象物

となる。したがって、前者と異ったものである。

　　　ロ）生息状況

　干潟における二枚魚類とヒラメ・カレイ類の生息状況を図2－2－38に示した。図は

未利用面積の広い干潟を概略したもので、以下ここで述べる干潮・満潮は大潮時の状況で

ある。

　干潮時に、干出する千旦中央部の砂質は、二枚貝類幼稚仔の生息密度が高く、この干出

部周辺の冠水している部分は、砂泥または泥質が主体で、そこには多毛類・女心類の生息

密度が高い。濤では、底部に海水の停留が見られ、この濡側面の粗い粒子の砂質には、漁

獲対象となる二枚貝類が多く、ここに二枚員類漁場の形成がある（図2－2－39）。

　濡と追出部の潮溜りには、ヒラメ・カレイ類とその他の稚魚が、干出に対しての退避と

いう目的で密集する特徴がある。しかし、上げ潮で海水の冠水が始まると、この潮溜りの

稚魚は潮に乗って干潟全域、さらには河川内まで索餌：活動を広げる。これと同様に二枚貝

類も冠水が始まると砂中より上昇し、水管を出して摂餌活動を開始する（図2－2－4◎）。

　これら二枚貝、ヒラメ・カレイ稚魚の餌料は図2－2－41に示すように、二枚貝類で

は浮遊デトリタスを、稚魚は多毛類・小型甲殼類を主体としている。そして、これらの餌

料生産には、干潟に流入する河寒水と海水に含まれる栄養塩類・有機物が寄与している。

　　　ハ）干潟開発の方策
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図2－2－38　干潮時の干潟状況概念図

一96一



多毛簸　ゴカイ
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　　ツメタ刺
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ニ敏貝類アサ弓

　　シオフキガイ

　　オキシジミガイ

　　テリザクラヴイ

　　アゲマキガイ

　　ハナグモリガイ

　　マテガイ

　　ソトオリガイ

零鯛スナガニ

　　3メツキガニ

　　チゴガニ

　　ヤマトオサガニ

　　　　　　　　　図2－2－39　底質：と生物の分布（種類によって
　　　　　　　　　　　　　　　　　底質の選択が異なることがわかる）

　前項で述べた未利用面積の広い干潟の開発は、新たに利用できる部分を造成することで

あり、その方向は、対象生物の生息密度を高めることと、これら生物の餌料生産を増加さ

せることである。

　生息密度を高める方策は、干潟底面の造成と整備をし、生息面積を拡大することと、そ

こに種苗添加を行うことである。餌料生産の増加を図る：方策は、河川水と海水に含まれる

栄養塩類・有機物を干潟全域に拡散さぜることである。

　具体的な方策は以下に記し、干潟開発システムを図2－2－42に示す。

　①　河州水の流出を干潟全域に拡散させる霞的で、干潟上部に洞’川水分散堤を設置する。

　　サケ・マス類の潮上があるので堤は木材等を使用し、取りはずしができる簡易なもの

　　がよい。

　②　分散堤に連続させ、流出河川水と流入海水を干潟全域に拡散するための露と濡筋を

　　造成する。

　③　二枚貝類幼稚仔の育成基盤の造成整備（耕転）と、ヒラメ・カレイ稚魚の潮溜りを

　　造成する。

　④　害敵防除施設を備えた幼稚仔育成用域を設置する。

　⑤干潟への添加種苗の生産と、漁業を含む干潟全域を管理する干潟管理センターを設
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図2－2－41　干潟における食物網模式図

　　臆する。な澄、干潟造成にはラバーダムの利用も可能である。

　以上が干潟開発システムの概要である。このシステムの最終的なねらいは、未利用干潟

の生産基盤の拡大に伴っておこる、二枚貝類生産の増加と、ヒラメ・カレイ類の周辺水域

への資源加入の増強にある（図2－2－43）。

　｛3）膜利用による漂砂防止・水質改善

　ここでは、海中膜利用による外海性砂浜域における漂砂防止、ならびに内海性砂浜域に

おける水質改善という2つのシステムの提案を試みる。

　　i）自立式漂砂防止膜

　外海性砂浜域の海底砂は進入する波の位相に合せて一定の運動を繰り返すが、海水の流

れや波の位相のズレにより、海底砂は移動する。この海底砂の移動を漂砂（L童t拓ral　drift）

と称し、漂砂現象により砂浜域に生息する二枚員等の稚仔も移動離散する。稚貝の着底、

減耗防除及び成員の漁場確保と言う観点から考えるならぽ、漂砂を極力押える必要がある。

　今、我々が取り上げた「自立式漂砂防止膜」（以下防止膜）は漂砂を押え、浮遊砂の流

出を防止することにより、砂浜性二枚貝類にとって、よりよい環境を作る為の物理的手法

である。

　　　イ）防止膜が対象とする生物
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　砂浜域に生息する有用生物として二枚貝の存在は大きい。二枚貝の生息に必要な環：境条

件が砂浜域に多く整っていることが、大量生産の要因となっている。つまり底質が砂粒で

ある為、砂粒間の間隙の存在と、海底砂の移動による餌料物質や新しい海水の供給等があ

げられる。

　全圏的に生息する二枚貝としては、暖流系のコタマガイがある（北海道以南の砂浜域）。

又、鹿島灘、宮崎海岸、等にはチョウセンハマグリが多く生患している。サトウガイは、

本州中部、関東を中心に生息し、イタヤガイは日本海側に多く生息している。寒流系とし

てはウバガイ（ホッキガイ）が鹿島灘以北の主として、北海道噴火湾、厚岸地方に多く生

息している。この様に全国各地の砂浜域に多く生息している二枚貝ではあるが、関係者の

努力にもかかわらず、その豊凶の変動が激しく、又同一砂浜での再生産においても、大量

の成員の存在が必要である。

　　　ロ）防止膜の機構

　防止膜は、それ自身に浮沈機能を訂するパイプとパイプに取り付けられた膜体（キャン

バス）、及び膜体を自立させる為に常体上端に取り付けられた浮体より構成されており、

海底より水中上方に膜体を立ち上げる方式である。防止膜のパイプ内に注水する事により

パイプ自身の重量がアンカーの役割をし、水を抜き、空気を入れる事により浮体の役割を

果たす。つまり必要に応じて必要な場所に簡単にこの防止膜を設置する事が出来ると同時

に、膜の固定箇所が海底付近にある為、波の影響を余り受けず、安全性は高い（図2－2一興）。

　　　ハ）防止膜の機能及び設備

　海底砂の漂砂を押え、浮遊砂の流出を防止する為、二枚貝の生息する砂浜域の海底に防

止膜を設麗し潜堤を構築する。つまり、防止膜のパイプは海底砂の移動を防ぎ、膜体は浮

遊砂の流出を防止する事が出来る。

　防止膜の1unitは200規とし、現在の状況に合わせて設置して行く（図2－2－45）。

　防止膜の組立て、及び設置に必要な設備、機材は表2－2－7の通りである。

表2－2－7　防止膜の設備。機材

甑 設　備　　・　機　材　名 数　　　　　量 単位

1 自立式漂砂防止膜 1 式

2 レッカー車：（15t吊クラス） 1 台

3 曳　　船 1 隻

4 作業船 1 隻

5 小型コンプレッサー 1 台
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　　　二）技術上の課題

　防止膜は、元来、大水深での床葬り、置換え等の海洋土木基礎工事用に開発されたもの

であり、今回の様な比較的浅水域でかつ砕波帯での適用例はない。防止膜の技術的な課題

として

　①防止膜を設置する海域が砕波帯であり、波圧に対しアンカーパイプの重量が問題と

　　なる。このことはアンカーパイプの重量：を無限に大きくすれば良いかも知れないが、

　　本来的な防止膜の機能（浮沈機能）からすれば問題となる。

　②　浮遊砂の流出を防止すると言う観点から無体を設置するが、砂の浮遊範囲（高）を

　　現場毎に明確にする必要がある。

　③　防止膜の海中での挙動及び漂砂防止効果についてシュミレーションを行なう必要が

　　ある。

　　iD水質改善膜

　波浪の少ない内海性砂浜域においては、ノリ、アサリ、ハマグリ等の養殖が行われてい

る。この様な海域では食べ残し餌料や老廃物などが海底に沈積し、海水の汚染を引き起す

ことが想定される。これらの汚染が進行した場合、汚染の原因である海底の沈積物を外海

へ排除する必要が生ずる。

　ここで提案する水質改善膜は、梅水中に外海から海岸に向って傾斜を持たせた防水布製

の膜を張り、海流や干満を利用して湧昇流を起させ、海底の沈積物を外海へ排除し同時に

この海域の栄養源とすることにより、基礎生産力をかさ上げしょうとするものである。

　この水質改善膜の内側、すなわち海岸域がこの沈積物の拡散によって極端に汚染するこ

とを防ぐために湧昇流はつねに一方向、すなわち湾内から湾外への流れを生ずる様な工夫

が必要である。そのため、この水質改善膜は外海から海岸へ向って傾斜しており、さらに

膜上部では、一方向、すなわち外海から海岸へのみ海水が通り、他の方向、すなわち海岸

から外海へは水が通らない機構をそなえており、この墨水は膜の下を通り、湧昇流を発生

させ海底の沈積物を外海側へ流し出す。

　なお、この水質改善膜を外海へ向って半円型に展張することにより、効果的な湧昇流の

発生が期待できる。

　この水質改善膜の最も大きい特徴は、本格的な剛の構造物に比べ、軽量で組立施工が容

易であるため、ある場所での浄化が終了したのち、次の場所への移動ができることである。

このように、長期間にわたって比較的ゆるやかに浄化を進めることにより、この海域の一

時的な極端な汚染を防止することができる。

　このシステムは、湾酋の水質改善にも利用すればさらに応用範囲が拡大しよう。
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　（4）擬似海底

　擬似海底構想は次の2つの提案から成り立っている。

　第1に、波浪、漂砂等によって不安定な砂浜域において、従来より漁業生産力向上のた

めに最も一般的手法とされている重力式人工礁は長期的な効果を期待する本格的な事業には

採用しにくいという問題がある。この問題に対応して、昭和59年度より「大規模砂泥域

の瀾発調査」がはじまるわけであるが、ここでは1つの構想として従来の重力式ではなく

浮力を持った適当な性状、寸法の基体（ベース）を海底に係留するシステムを基本として、

砂浜域に対して求められる資源増強上の諸要求をできるかぎり充足させようとするもので

ある。これはアイデアとしては全く新しいものとはいえず、これまでロープ、網などを使

った同様のシステムが早くから浮魚礁あるいは海藻類の増養殖装置として実用化されてい

る。

　ここで提案するのは、そのような・一プ、網系の材料だけでなく、適当な特性（硬さ、

強度、比重、表面性状等）を持つ固型材料をもこのシステムに加え、従来の重力式人工礁

の役目をもっと高めさせようとするものである。この材料としては手近なものでは軽量

コンクリート系でも配合を適当に変えることにより比重0．7～0．8のものを製作でき、必

要によっては復合材料の開発によりかなり広範囲の性状を持つ新材料を供給することが可

能と思われる。

　馬絹上の観点からもうひとつ重要なことは、係留の方法である。過去の野間各社のこの

系列の水産用施設・構造物の試作、海上施工の実験事業の結果から、海面から投入すれば

すむ一点係留方式（1つの浮体構造体に対して1本の係留索と1つのシンカーから成るシ

ステム）が実華墨が高い様に思われる（図2－2－47）。

平面浮体（形状、材質は任意とす）

係留索

シンカー

図2－2－47　擬似海底構成要素

　この構成が、特に砂泥海域に対して有利と考えられるのは、重力式人工礁の場合最も問

題となる漂砂、洗掘の悪影響を受けにくいということである。ゆえに計画時の特性を長期
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にわたり維持することが期待でき、この構成を単位とした大規模計顧を立案、実施するこ

とが可能である。

　また、1つのユニットの大きさについては、輸送、投入にコストをかけぬために、従来

の重力式の単位魚礁程度とするのが現実的と考えられる。

　以上の考察からわかるように、砂書的な海底を岩礁的海底に変更したいときは、このユ

ニットを任意の規模で、任意の深度に配置することによって、幅広い生物側からの要請に

応えることができよう。また、このような安定した構造物を海中任意レベルに設置するこ

とにより、沖合大水深部に海藻の付着面を実用的な規模で構成することもできる（図2－

2－48）。

　ここで藻場造成という面から、上に述べた方式の有効性について貴重な実験があるので

以下に述べる。

　大分県浅海漁業試験場では、これを賦付着板方式、、と名付けて目下実用化試験中である

が、その特徴を下記のように説明している（石川佑司：ホンダワラ類の藻場造成）。

　①　海底に沈設する方法は大規模な養成施設を必要とせず、船舶の航行にも支障はない

　　ので実用的である。

　②　海底作業が全く不要で、船上からまったく無作為に人力で大量に短時間に投入でき

　　る（試験に使閲したユニットは図2－2－49）。投入に要する時間は1枚あたり1～

　　2分。

　③ホンダワラ類の生息できない砂泥帯にも造成できる。

　④　付着板は支持体（発泡スチロール）により常に水平を保ち、弱い流速でも付着板に

　　浮動を与えるので、浮泥の堆i積を防ぎ、幼芽の生育が良好となる。

　⑤　テグス糸（係留索）の長さを調節することにより、水深を調整でき、基質のない砂

　　泥地でも養成できる。

　⑥付着板と海底がテグス糸により隔絶されるため、ウニ、巻貝など植食動物の食害を

　　防ぐことができる。

　⑦　ただし、係留に使用されているテグス糸の強度や、支持体の浮力と錨の重量との海

　　況に応じた調整が今後の改良点とされている。

　なお、本実験の詳細は「昭和54、55、56年度赤潮対策技術開発試験報告書（水産

庁委託水産業振興事業）昭和57年3月」に報告されている。

　以上のように、本方式については、図2－2－49程度の規模のものはすでに実験によ

り有効性が実証されている。そして、改良点とされている事項については、例えば、「動

揺する駆水円盤に働く流体力について（小寺山　亘）」等、最近の流体力学上の業綾や解

析手法の導入により、解決の促進を計ることができると思われる。また、支持体の材料、
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図2－2－48　本システムの基本概念

　　　①・騨　　　　②訓㌔ン。．，）
伽瓜ナ和ン縄気概スレート署め

　　　　　　　　　　　　　　　　　φ9㎜
　　　　　　　　　　　　　　　メ　　　　　　　　　　　　　3⑪炉
　　　　，岬∫φ・。〆

謡こ1：覆趣瀞＼　海

　　　、　　　　　　　　　　　④錨（鉄製φ15悶琳2．4kg）
　　　③
　　　ポ　　　　　　　　　　　　　　　幽400磯＿噸
　　　ル　　　ワ

　　　≠　ジ　　　　　　　　　1
　　　ツ　　　　ヤ
　　　プ　　　1
　　　　　義1
　　　　　付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600蘭

　　　　　φ9繭苑

空　　　サ励ン

　礒灘　　　　　　　楓　↓

　　　　　　　　　　　海藻の劾’移

　　　　　　　　　海中で水町歌態を保っている

　　　　　　　　　（①、②、③、④を組み立てて投入）

図2－2－49　付着板の組立投入図

　　　　　　　＿107二

一縣働軸



構成についても対象種により、固体パネル、浮力を持つ枠にロープや網を取り付けるなどの

多様な構成が可能で、さらには単に支持機能だけでなく、栄養塩類を適度に放出する何等

かの基質の開発も可能と思われる（図2－2－50）。

平　面　形　状；

基　体　寸　法；

基体機能と構造；

②固体面

正四角甲虫は円型

1辺の長さ又は径、

諸例下図

⑬枠と・一プ

1～5m程度

⑨枠と網

（　ノ　　　　　　　

（　）
　＼　　　　　　　！

　⑨栄養壌含有基質

配　置　密　度；　詳細設計に冷いて定めるが、各基体の深度をずらすことにより

　　　　　　　高密度の配置も可能。

基体機能の配分；

図2－2－50　構成概念補足

　そこで、本提案では、以上の様な、各界の業績や、我国関連産業の保有技徳、開発能力

をふまえ、この系列の構想をさらに発展させて、図2－2－51に示す概念図の如く、単

に個々の浮魚礁的なものでなく、海中空間の海面図、海底部、中間部の生産：特性を明確化

し、それぞれの生産性が増強される中間基層を構成するものを考えたい。

　そして、この基層部の平面的なひろがりは、小さなユニットを適当に配列することによ

り、例えば図2－2－52（A）に示すごとき規模のものを造出するものとし、実施計画にお

いては計画海域の船舶の航行、漁船漁業の現状、その他関連事項との調整を計るものとし

たい。
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太陽エネルギー

①海面空間
②設置基層

③基層下空間

④海底表面

図2－2－51　海中空間の機能分割

㎎噌

養殖海域

浮消波堤

A
ア

　　　　．底魑基体
　　　　’（擬似海底）

囮；表騒、中騒基体

図2－2－52（A）中層基体等設置概念図
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また、設置の深さについては、ここでは最深部で約50窺程度としたが（図2－2－52（B））、

原理的にはいかなる深さでも設置可能であり、例えば仙台湾周辺海域における沖合大陸棚

研究施設域への魚群の誘導等、対象海域全体における複玉生産システムとしての機能の強

化を計ることができる。

へ、t
っθ／

　　　　　　　　　　　　図2－2－52（B）　A－A断面

　さらに、海中膜（P104参照）による海水の立体混合機能と、この中層基体群の組含せに

より海洋生産機能を一層強化することも可能と思われる（図2－2－53）。

中層基体群

　　　　　　触．

B－B断面 海中膜
　浮体

　　　　7
　　くトコ海流

　　　　　　アンカーローブ

図2－2－53　海中膜配置
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　㈲　波浪対策（新しい与国による浮消波堤）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これまでに提案されたり、実施されている消

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波施設の構造は、固定式の場合、原理的にはい

　　％　　　　　　　　　　　　　　　　かなる大波浪にも対応できるが、水産増養殖用
　　iα｝

纏　　　　　　　と・ては・ス・的燗題莇り、また、瀦波
　効
率51’　　　　　　　　　　　　　　　方式については図2－2－54に示す如く、消

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波したい波の波長と消波堤本体の幅の問に一定
　　0　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　10

　　　　　　L顎〆B（波長／堤幅）　　　　　の関数関係があって、実施されているのは対象

　図2－2－54消波堤帳と消波効率　　　波高が2彿程度までである。

　したがって、現在、養殖沖合化するに当って、ネックとなっている波浪対策に本格的に

対処するためには、何等かの新しい構想が要求される。

　本提案はこの要請に応える可能性があると考えられ、わが国沿岸海域の機能を漁業上よ

り強化するものとして、今後開発の促進を計りたい。その原理は図2－2－55に示すよ

1　・

o

ト

の

；

ざ
OA

器［
㎝

8 0

OB

C

図2－2－55　新しい浮消波堤：

うに、従来の浮消波堤とは全く壮丁の異なるもので、これまでは浮体の側薗で波浪を直接

受けとめようとしたのに対し、之の方式では船型の浮体を波浪の方向に縦にならべ、まず

波のエネルギーを船型浮体によって横にちらし、次にそれを船型浮体の側面で受けて消そ

うとするものである。基本的に消そうとする波の波長は、この場合も船型浮体の長さと関

係するが原理上長さが数10撹またはそれ以上になっても製造が可能であり、もう一つ実

用上の大きな利点として、係留するための力が従来型のものに比べて1／15程度と大幅

に減り、そのため設置のコストを大穂に節減する可能性が大きい。

一111一



　なお、本方式は昭和54年以来東京大学生産技術研究所、東京商船大学の協同で研究が

進められており（多胴型浮消波堤の開発一鞭1報一木難癖他、東京大学生産技術研究所、

生産研究31巻10号他）、基礎的な特性はほぼ解明されている。

　2－3－4　沖合大陸棚における生産システム

　（D　はじめに

　当海域は、発達した大陸棚の上で、黒潮、親潮及び沿岸水が交錯し1その結果として好

漁場を形成している。しかし、漁獲量は資源の滅少により、総体的に停滞あるいは滅少の

傾向にあるといわれているQ

　そこで、当海域の資源の安定増大を図るために、対象種苗を放流し、基礎生産力を活用

することにより、資源を培養レ、漁獲する生産システムが考えられるのであるけれども、

これに関連する研究は、試験的に始められてわずか10年程しか経過していない。

　このため、今回は、ある程度解決されている現有の技術から生産システムを想定し、こ

のシステムを実現するために、先ず必要となる対象生物の生態と海洋環境との関係、及び、

工学的技術の効果などを調査するための、沖合センター構想を提案することとする。

　　D対象海域

　対象海域は、図2－2－56のとおりとする。

　当海域の特微は、大陸棚が発達していること、黒潮、親潮および沿岸水が互いに影響し

含い、全般的に、生産：力の高い海域となっていることである。海域地形は、下るやかな傾

斜を成しており水深は約50魏～100彿、底質は砂礫である。

　水温および塩分条件については、仙台湾中央部の鵜ノ尾崎東20カイリ地点（水深108

搬）の平年値の季節変化（1959～1977）についてみると、まず、水温については、

低漁期は、3月～5月で、表面では80C台、海底付近では60C台であり、高津期は、表面

では、8月で22。C台、海底付近では、11月で14。C台となっている。塩分については、

年間を通して、表面および海底付近共に、33～34％である。全体として、沖側の方が、

岸側よりも塩分が高い傾向にある。

　　の対象生物

　当海域の魚類相は、上記のような海洋環境から、きわめて豊富であり、底層性、表層性

などの種々の生物がみられ、定置網、底曳網などの漁業が広く行なわれている。一例とし

て、仙台湾における底曳漁と定置網漁について、漁獲された魚類の種組成を示すと共に漁

獲量順にソーティングしたのが表2－2－8である。なお、ニシン・サンマ・イカナゴ等

の表層魚は底曳網はもちろんのこと、定置網でも殆ど漁獲されないので、この表には記さ

れていない。これで判然とするように、漁獲量は圧倒的に定置網漁が多く、季節的に出現
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　　　　　蔑錫　　　　網・
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　　　　　　　閑
　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　N

賦隈川　　　仙台滝

　　鳥ノ海．

38000董一隔＿＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（x海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象、
　　sσ一。』一

　　　　　　原釜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域
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　　　　　　図2－2－56　沖合大陸棚における生産システム対象海域図
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表2－2－8　仙台湾における底曳網及び定置網漁業の漁獲魚種組成

魚　　　種 底曳網 定置網 温水種 　　　「L温種 冷水種 常　時 季舗的 稀に出現

カタクチイワシ 0の 310，218の ○ 0
マ　　　サ　　　バ 0．0 290．1◎2D 0 ○

ブ　　　　　リ 0ρ 215，721D ○ ○

マ　イ　ワ　シ 0の 163，468．0 ○ ○

マ　　ア　　　ジ 0．0 92，062か ○ ○

マルソ　ウダ 0ゆ 34．751D ○ ○

シ　　イ　　ラ 0の 33，142か ○ O
スルメ　イ　カ 0◎ 14，454．0 ○ ○

二　　　　　　　　べ 0．0 13，908．0 ○ ○

ア　カ　カ　マス 0．0 12，945．0 ○ ○

ス　　　ズ　　　キ 0ρ 8，662β ○ ○

ク　ロ　マグロ 0β 6，945．0 ○ ○

ト　ビ　ウ　オ 0ρ 5，181の ○ ○

ヒ　　　ラ　　メ 1973 L4869 ○ ○

ク　ロ　ダ　イ 0の 1，459の ○ ○

ヒ　ラ　マ　サ OD 1，047D ○ 0
ク　サ　ウ　オ 3，855．7 0β ○ ○

ヒ　トデルイ 8，968．0 0の ○ ○

ジンドウイカ 217．3 0β ○ ○

カ　ナガ　シラ 189．3 0β ○ ○

イ　シガレイ L387」 0の ○ ○

ホ　ンガレイ 1785 0．0 ○ ○

ウ　　ニ　　類 1，578ゆ 0ρ ○ ○

マ　ア　ナ　ゴ 682ゆ 0の ○ ○

イ　シ　モ　チ 2149 0．0 ○ ○

マ　ガ　レ　イ 1．2525 0◎ ○ ○

マ　コ　ガレイ 1．4528 0の ○ 0
ア　　カ　ハ　ゼ 8413 0ゆ 0 ○

マ　　　ダ　　ラ 285．2 0ρ ○ ○

キ　アン　コ　ウ 2，03α1 0心 ○ ○

ミ　ズ　ダ　コ 5，088．3 0．0 ○ ○

ム　シガレイ 383．0 0ρ O ○

そ　　の　　他 2．0427 0．0

注；　暖三種とは、冬から春にかけては黒潮水域およびその影響の強いところに生患しているが、夏から秋に

　　かけての高温期には、混合水域さらには一部は親潮水域の表面にはりだす暖水層にまで分布を広げるもの

　　をいう。

　　　冷水種とは、夏から秋にかけては親潮水域またはその影響の強いところに生息しているが、冬から春に

　　かけての低温期には、混合水域にまで分布を広げるものをいう。

　　　広温種とは、．ヒ記の定義にあてはまらないところの、分擶が四季を通じて広く、水温に対する適応性の

　　大きなものをいう。
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する魚種が対象となっている。魚種については、ほとんどが中水種である。一方、底曳網

漁においては、漁獲量は少ないけれども、圧倒的に広温種で、常時生息する魚種である。

　以上のことから、当海域の対象生物としては、底生魚ではヒラメ・カレイ類、ソイ・メ

バル、タラ類等、表層魚ではニシン、スズキ、ブリ、クロマグロ等などがあげられる。

　（2）複合生産システムをつくるための沖含センター構想

　　i）概要

　好適生活圏の拡大手法は、対象生物と海域条件によって多種多様な構成、形態、機能、

規模が考えられる。また、それらシステムを構成する要素技術、その組み合せのためのシ

ステム技術の技術開発課題も多岐にわたるものとみられる。

　しかしながら、現状では生物・と環境に関する知見が十分でなく、要素技術およびシステ

ム技術に要求される技術的条件は必ずしも明確でない。したがって、技術開発課題もまた、

そのすべてを十分具体的に把握できる状況にあるとはいえない。

　そこで、これらの課題をひとつでも多く解決することを目的として、自然環境・生物生

態及び好適生活圏拡大手法に関するあらゆるデータをモニタリングできる設備を装備した

構造物を仙台湾沖合の水深約50辮～100辮の大陸棚に設置することを考えた（図2－

2－57）。

　本構想は、生物学的には砂書域における種苗生産施設や中間育成施設に続く誘導礁、沖

合人］二岩礁として増殖場の拡大を霞的とする外に、圓遊性魚類の誘導・滞留を目的とする

システムを併せて持つものとする。工学的には、本海域の自然環境に適合した水環境・底

環境の制御技術及び制御施設の建造・施工・管理技術（海洋工学技術）の開発をも昌的と

する。更に、本海域における物理学的・生物学的諸情報をモエタリングする設備を設置す

ることにより、生物と環境との相関関係解明ヘアブローチしょうとするものである。本構想

に採用するシステム・構成要素とその設備・機能の内容については、次の項で詳細に記述

する。これらは現時点の技術レベルにおいて可能と考えられる内容を十分に盛込んだもの

となっている。

　本施設によって、水深約50窺～100犠における水環境・底環境と生態系の挙動をつ

ねに同時にモニタリングできるだけでなく、肉眼によっても観察できることになる。この

ことは、今後の海洋牧場システムの開発にとって、最大の課題である、生物と環境との相

関関係を解明し、ひいてはシステム開発に要求される技術的条件を明確にするものである。

　以上の如く、本構想は当該海域における水産資源の生産力増強を目的とするよりもむし

ろ、現状において未知または不明確な多くの課題の解明や将来の海洋牧場を目指した基礎

調査・研究開発を罵的とする方が大きい。この理由から複合生産システムをつくるための
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沖合センターとした。

　　の構成要素とその内容

　上で述べだような、生物と環境及び好適生活圏拡大手法に関する多種多様な課題をで

きるだけ多く解明するために、本モデル・システムでは、現時点において生物が直接関

わるものと考えられている環境パラメーターはできるかぎり取りあげることにした。表2

－2－9に環境パラメーターと本モデル・システムに提案する好適生活圏拡大手法との

関係を示した。本システムによってこれらの相関関係がより一層解明され、システム・

要素技術の改善が期待される。

　次に、本モデル・システムに提案する好適生活圏拡大手法・構成要素及び設備・機能

の囲的、内容について記述するが、これらは本海域に設置するだけでなく、他の海域へ

も適用できる汎爾性のあるものも考慮したが、今後関係者各位のご検討を得て、本構想

のシステムの充実、具体化を図ってゆきたい。以下、次の項目に従って内容、目的を述

べる。

　　｝ii）本システムに提案する好適生活圏の拡大遺法

　　　イ）人工魚礁・岩礁の設置

　人工魚礁は海底又は海中に地形的変化を与えて集魚を図る漁具として、あるいは増殖・

培養を図る漁場の改良施設として重視され、空くから各種の素材。形態・自由のもの

が利用されてきた。

　本システムに組み込まれている、沖合人工岩礁（本システムの構造物の基礎部分を申

心にして配置した人工魚礁）及び誘導魚礁群は、種苗放流を行った場含、放流後の成育

と滞留を目的としているだけでなく、回遊性魚類の誘導・滞留をも考慮に入れている。

　従来より魚礁の効果の科学的判定は大きな課題となっているが、本システムによると

経時変化から経年変化までが詳しく観測できることから蝟集生物の習性、環境パラメー

タとの関係を明らかにし、ひいては魚礁効果の判定ができるものと考えられる。また、

これらの構造物と漂砂・洗掘・埋没・耐震性などとの関係等も把握できることが予想さ

れる。

　　　ロ）昇降立浮魚礁の設置

　浮魚礁は、表・中層の回遊性魚類を対象として、海面近くあるいは中層に設置するの

が一般的であるが、本システムにおいては波浪の影響が少ない中層から海底近くに設置

することを考える。浮魚礁は、中層に設置：する場合と海底近くに設置する場合とでは、

各々対象とする魚種も異なることから、それぞれに応じた形態、規模等を持つ魚礁の研

究開発が必要である。これらの浮き魚礁の工学的データと水中の観測データを得ること

によって、その効果の解析がより一層進むことになろう。
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表2－2－9　本システムに提案する好適生活圏拡大手法と環境パラメータとの関係

　　　好適生活圏
@　　　　拡大手法環境

@パラメータ

人工魚礁
l工岩礁

浮き漁礁 藻　　場 潮流制御
エアーバブル

a　昇　流 行　動　制　御　シ　ス　テ　ム
モニタリング
鴻{。ト＆観測塔

電界 磁界 光 音響
エアー
oブノレ

網 給餌

水　　　　　　　　　　温 ○ ○ ○ （⊃

塩　　　　　　　　　　分 ○ ○ ○ ○

光　　　　　　　　（陰〉 ◎ ○　　　　　◎ 5 ○

D　　　　　　　　　　　　O ｛　◎　…　◎ ◎ （り

栄　　　　　養　　　　塩 ○ ◎　i　◎ 1　　◎
1

◎ ○

流動（波浪を含む） ◎
　　　　　　記
掾@　◎　1回目　◎ ○ ○

地形（水深を含む） ◎ ◎ ◎ ○

底　　　　　　　　　　質 ⑨ ◎ ⑥ O
擁轍（移動速度を含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ＠ ◎ ○ ◎

餌　　　料　　　生　　　物 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ⑨ O

混一　（病害　）防除 ◎ ◎ ◎ ◎ O ○ 0 ◎ ◎ 0

注）　門中のO印は提案する拡大手法が囲標としている環境パラメータ

　　◎印はとりわけ重要度の高いもの。



　　　ハ）焼場の設置

　一般に藻場の効用としては、①餌料生物の増大。②幼稚仔の保獲及び棲み場。③餌料海

藻。④栄養塩の吸収による海域の浄化作周。があげられ、有用海産生物の、とりわけ幼稚

仔期の滅耗を防除する役割を果している。

　そのため、全国的に藻場造成が盛んに行われているが、本システムでは、水深約50彿

～100彿の中層や海底において、導入自然光及び人工の光源、各種の素材や装置（例え

ば自動浮沈式人工棚、等）を用いることによって海藻の生長を図るとともに、藻場を利用

する海産生物の育成を促進しようとするものである。このように水深のある位置での人工

轟轟の研究は初めての試みといえる。

　　　二）海流制御フラップの設置

　海流の制御による海水の分散促進・抑止に関しては、比較的水深の浅い湾や干潟内にお

いてシステムの研究が行われているが、本システムでは水深70窺～100初の底層の海

流に対して、剛性可変翼（海流制御フラップ）、布、網、等の装置を設置するものとする。

これらの装置によって底層水の麗拝や湧昇流を促進させ、底層栄養塩の概拝・拡散をねら

う。この外にも潮流の変化に伴って魚類が滞罪する効果、等の研究も組込むことも考慮す

る。

　　　ホ）エアーバブル湧昇流発生装置の設置

　上述のように、豊富な栄養塩を含んだ底層水を人工的に湧昇させ、海域の基礎生産力を

かさ上げしょうという研究は近年とみに多くなってきている。

　エアーバブルの利用による、消波を目的としたテストは多く実施されてはいるものの、

これを湧昇流発生→基礎生産力のかさ上げに利胴することはいまだ行われていない。その

ため、この方式を本システムに組み込むことにした。

　本装置では、加圧空気を用いて大規模な人工湧昇流を発生させ、各種有用プランクトン

の繁殖→魚類の増産に結びつく総合的な研究を行うものとする。人工湧昇させても、なお

栄養塩の不足な場合は、人工的に栄養塩の補給・添加を行うことも考えられ、研究の幅を

さらに拡げることができるものと予想される。

　　　へ）魚群の行動制御システム（誘導・滞泳システム）の設置

　魚群の行動制御システムとしては、電界・磁界・光・音響・エアーバブル・網・給餌等

の利用による方法が考えられている。魚介類の種苗を放流する場合、対象海域外への逸散

をできる限りを防止すると共に、園遊魚魚類の習性等を利用して誘導・滞泳させるために

上記の各種システムを試愛する。この研究は誘導・滞泳させた魚介類を効率よく収獲する

ことにもつながるものといえる。以上の各種の行動制御システムの研究の現状は主として

実験室レベルのものであるが、本システムでは自然環境条件下においての研究が可能とな
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り、その成果が期待される。

　　　ト）害敵生物駆除装置の設置

　当海域内の有用でない生物（例えば、ヒトデ類、クサウ等等）の生態を観察し、自然環

境との相関関係を調査することによって、これらの生物のより効率の高い蝟集：方法、およ

び効果的な駆除手法を開発する。

　当海域では数ある讐敵生物の中でも、ヒトデ類がきわめて多く分布している（表2－2

－8参照）。ヒトデ類の防除（駆除を含む）技術を確立することができれば、砂浜性・岩

礁性二枚貝回の増殖にとってひじょうに大きな効果をもたらすであろう。

　　iv）海中ステーションに備える機能

　このモデル構想の中核となる海中ステーションは、図2－2－57に示したように、イ）

海上デッキ、ロ）支柱、ハ）海底ベースの主要な三部分で構成される。構造物を製作材料面か

ら見ると、鋼とコンクリートのハイブリッド構造である。

　この海中ステーションを利用して、水産分野をはじめ、種々の海洋技術に関する調査・

実験・研究を行なうが、そのため海上部および海中部には、いくつかの研究室や作業室が

設置される。これらの研究室・作業室は、水中でも大気圧状態で作業が行なえるよう、耐

圧殼構造としなければならない。以下に各部分が備える機能について述べる。

　　　イ）海上デッキ

　鋼製の海上デソキは、平面寸法30彿×30襯の矩形で、全体を四層構造とする。荒天

時にも、最下層が波の影響を受けないようにするため、デッキ面を＋15初の高さとし、

また、各デッキの間隔は5窺として、最上階を＋30加にする。

①最上層（第1層）

　最上層は、陸上との交通の便に使用するヘリコプターの発着デッキ・とする。また、各種

通信用のアンテナ設備や、気象観測用の機器類も設置する。さらに、デッキ・の全面には、

太陽電池の集光板を埋設し、このステーションで使用する電力の補助電源として利用する。

②　第2層

　第2層には、居住室、研究室、各種観測用機器のデータステーション、解析用コンピュ

ータ下等の、生活・研究機能を配置する。ここには、常時、王0人程度の研究者が、半月

程度、孤立しても生活できるような施設を整える。

③　第3層

　第3層は、動力・換気・照明設備や、造水プラント、廃棄物処理プラント等の制御機能

を配置する。ここで使用する電力は、すべて自家発電装置で平なわれるため、相当量の燃

料の備蓄が必要である。このステーションから出る廃油や生活排水が、海中へ漏出し、環

境汚染を引起さないよう、十分な処理設備を整える。
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④　第4層

　第4層の約半分のスペースは、昇降式の着船設備を設置する。海面が静隠な時には、こ

の着船設備を海面に吊降ろし、交通用船舶が着船できるようにする。また、このステーシ

ョンで必要な資機材や生活用品の大部分は、船舶で運搬する。着船設備は、荒天時には、

ウィンチで所定の高さまで巻上げておけるような構造とする。第4層の残り半分のスペー

スは、固定式のステージを設け、ここに倉庫等を設置する。

　　　ロ）支柱部

　支柱部は海上デッキを支え、また、海上デッキと海底ベースを連絡する通路の役目を果

すものである。直経8襯程度の鋼製円筒形シャフトとし、耐圧構造とする。

　支柱の中層部には、回遊性魚類や人工藻場の観察が行なえるよう、中間廻廊（観察ルー

ム）を設ける。また、支柱内部・には、昇降用エレベーターと、非常用階段、中間駅を設け、

換気用ダクト、動力、通信用ケーブル等も設備する。支柱の外周部には、適当な間隔で、

水中照明設備を取付ける。

　さらに、他の海洋技術の研究施設として、例えば波力発電・潮力発電等の実験が行なえ

るよう必要な設備が取付けられる構造とする。

　　　ハ）海底ベース

　海底ベースは、このステーションの申枢となる部分である。水産分野の研究施設である、

潮流制御常フラップの操作室、湧昇流発生用のエアバブル操作室、人工藻場（採光強化藻

場）昇降用のウインチ操作室等を設ける。

　また、各種モニタリング爾計測器の増設が自由に行なえるよう、必要なアダプターを設

けておく。

　海底ベースの外縁およびその内部には、廻廊状に水中作業室を設け、適当な間隔に、観

察国典を設置する。この観察窓から見える範囲には、必要な時に、水中照明が行なえるよ

うな照明設備を設けておく。

　また、実験・研究の種類によっては、作業員が水中に出て、観察・測定・サンプリング

等を行なう必要があるので、海底ベースの外周部に2～3ヵ所の潜水用ハッチを設ける。

この潜水ハッチの設置箇所には、空気供給設備や減圧ロック等の潜水支援設備を配置する。

　さらに、長時問の水中作業が必要になる場合を想定し、潜水作業では対処できない業務

に備えて、ROV（RemoteOperateVehicle；水中作業艇）を設置する。このROVには、

単なる水中観察機能だけでなく、サンプリングや、簡単な地質調査が行なえる機能も備え

ておく。従って、海底ベースには、このROVの発着基地機能も持たせる必要がある。

　　　二）その他

　上述のROVを使用する場合には、その水中位置を追跡するために、音波操査機能が必
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要となる。海底ベースの外周部で、ROVの移動範囲と想定される海域（海底）には、水

中音波操査用マイクロホンを設置しておく。

　また、海中ステーションの周辺海域には、航路標識を設けると共に、一般の航行船舶や

漁船とのトラブルを避けるためや、関係船舶以外の侵入を防止するために標識ブイを設置

することも必要である。

　海中ステーションの主要設備を、表2－2－10に示す。

表2－2－10　海中ステーション・主要設備一覧表

名　　　　　称 仕　　　　　様 数量 単位 備　　　　　　　　考

本　　　　　　　体 コンクリ「ト製 1 基
魚道・観察ノレーム・水圧利用実験室等

�ﾜむ

ヘリポート・コントロール室・接岸浮

桟橋リフト・観察ルーム・モニタリン

コントロールタワー 多重構造漸次減圧式ス グルーム・計算センター・研究室・資

テール製 1 〃 料室・宿泊室・原動機室・サテライト

情報送受設備室・レーダー並に通儒機

室・ダイバー、モニタリングロボット

出入ロック等を含む

潮流制御フラ。プ ～由圧駆動 1 〃 流速・温度センサー等付属

エアー・バブル湧興流

発生装澱
1 〃 コンプレッサー本体内蔵

温度センサー・ビデオモニター内蔵・
浮　　　魚　　　礁 軽量コンクリート製 2 〃

深度可変

生　　　　　　　簑 昇　降　式 1 〃 温度・生態センサー付属・深度調節可

　（3）　沖合センター構想の問題点と技術開発課題

　　D問題点

　ここに掲げた沖合センター構想は、その壮大な構造物のため、ともすれば工学的な側面

のみが強調されてしまいがちである。しかし、沖合センター建設の最大の陽的は海洋にお

ける自然環境や生物生態に関するデータをモニタリングすることであり、又、これまでに

各研究機関等で考えられている種々の水産工学的・生物学的提案の実証実験を行なうこと

のできる唯一の場を提供することである。

　この沖合センターで得られる種々の情報や成果は単に水産のみならず我が国の海洋開発

の将来へむけて貴重な第1歩となるものであろう。

　この沖合センター構想の問題点としては、第1に、多額の建設費用とその効果や得られ
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る情報の広範囲性によって起こるところの、関連官公庁、漁協等の行政上のリンクに関す

る問題である。この問題は現在、マリンランチング計画の論議の対象外となっているが、

このような大規模研究開発計画なしには大きな成果を上げることはむずかしく、ぜひとも

解決すべき問題であり、その為の不断の努力を重ねてゆくべきであると考え、ここであえ

て問題点として提言する。

　第2の問題点としては、この沖含センター構想を単なる「構想」からより具体化し、実

現化への可能牲を高めるために必要な技術開発およびそれに対する投資の問題であろう。

沖合センターの建造、管理、無爵の為にはまだまだ多くの未解決な基礎的技術の開発が必

要であり、又、モニタリングにおいてはセンサおよびシステムの開発等の問題がある。し

かし、民間レベルでは、収益が見込みにくい機器やシステムの開発は独力では取りあげに

くいため、各界共同の開発体制をより一層強めることにより、これらの問題解決を図る必

要がある。そのためには沖含センター構想は恰好の開発霞標となると考えられ、又、その

成果は沖合センター構想のみならず、あらゆる海洋開発事業への応用が可能となると思わ

れる◎

　このように沖合センター構想には問題点として、行政上の問題と工学的な技術上の問題

があり、又それらの問題の中には共通して費用の問題が大きく横たわっている。しかし本

沖合センターはそれ自体が複含生産システムの一翼を担ってはいるが、本来の目的は複含

生産システムをつくるための水産工学的、生物学的実証実験センターであり、上記の問題

が解決されて建造され、その後はじめて、浅海域等で解明されている水産技術の沖合への

拡大などの水産工学的、生物学的な現実スケールの研究が行なわれるものであり、マリン

ランチング計画の遂行のためレ（は、まずこのようなある程度大規模な投資を行なわなけれ

ばならないと思われる。

　　iD技術開発課題

　次に沖合センター構想の技術開発課題について述べる。開発課題を以下に掲げると、

　①　沖合センターの建設に伴なう海画工学的技術開発課題

　②　沖合センターを実証実験場として設いるための種々の「水産生物好適生活圏拡大手

　　法」の実施に伴なう技術開発課題。

　③　上記①、②に伴なうモニタリングに関する技術開発課題。

が挙げられる。

　③についてはモエタリソグに関する項（第4章4－1）にて詳述されているのでこごで

は省き、①および②に対して検討を加えてみたい。
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表2－2－11　環境パラメータ別技術課題に対応した沖合センター構想諸提案

環境パラメータ 技　　術　課　題 生　物　学　的　課　題　　　　　本沖合センターで用いる「水産生物好適生活圏拡大季法」

水　　温 遮断効果の解明 誘引忌避効果の解明 潮流制御、湧昇流発生

塩　　分 制御技術の確立（濃度増加方向へは

｢難）

同　　上 同　　上

野（陰） 集光・伝達技術の確立 光合成に必要な光量や陰の効果の

�ｾ

魚群行動嗣御、人工藻場

D　　O 海水交換（上下、導流等）技術の

m立

①DOと生物生理との相関解明

A緑藻類の増殖制御

エアーバブル湧昇流発生

栄養塩 施肥技術の開発 基礎生産機構の解明 同　　上

流　　動 構造・材質と制御効果の解明

i渦のスケール制御を含む）

①幼稚乱丁の移送による影響の解

@明
A海藻の成長に対する流れの効果

潮流制御

地　　形 海洋立体利用技術の確立 誘引忌避効果の解明 人工魚礁、人工岩礁

底　　質 魚礁の評価方法、ヘドロ回収・後

?理技術の確立

生物と底質との関係解明 モニタリングロボット

生活様式 ①生活史の解明（少なくとも対象

@三生物種について）

A生物と環境との相関の解明

観測窓

餌料生物 初期餌料供給管理制御技術の確立 ①有物餌料生物の繁殖管理技術の

@確立

A磯焼けの解明と対策

自動給餌

害敵防除

a害防除

①食害防止技術の確立

A光音十一電気等の利用技術

@の確立
B病害防除技術の確立

①食物連鎖の解明

A光・音・匂い・電気等の生物への効

@果の解明
B病源体感染経路の解明

魚群行動制御（電場・磁場・光・音・エアバブル・網・給餌・等）



　　　イ）海洋工学的技術開発課題

　沖合センターの建設に関する技術課題としては、当然のことながら、まずいかに経済的

かつ安全な構造物として設計、施工、運用、保守するかが問題となるのであるが、特に本

センターは水深約50俄～100窺という大水深に建造されるものであり、その上、水中

において実験機器を操作し、人間が直接観察研究するというこれまでにない構造物である

ことにより、従来の海洋構造物に対する技術課題より一層高次元の技術開発が必要である。

　これらの「海洋工学的（大水深）技術開発課題」を以下に示す。

　〔外　　力〕　潮流、波力、風、地震力、水圧、漂流船舶の衝突力、等の解明

　〔材　　　料〕　耐圧（防水）材料の開発、疲労劣化の解明、生物付着の制御

　〔設　　計〕　設計手法の向上、流れのシミュレーション技術の確立（センター設置

　　　　　　　　による効果）、可動構造物の耐久性、洗掘・埋没対策技術の確立

　〔エネルギー〕　動力源供給技術の確立（太陽電池、潮流・波力発電、燃料供給）

　〔施工技術〕環境保護と調和した工洗、水中ポジショニング技術の確立、大水深施

　　　　　　　　工技術の確立

　〔運嗣・保守〕　海中自動制御機能の確立、生活機能の保守技術の確立、施設の安全性

　　　　　　　　評価技術の確立、観察・サンプリング機能の確立、潮流制御季法の確立

　　　　　　　　（湧昇流等）

　〔そ　の他〕　人工衛星による表層情報と沖合センターによる水中情報とのリンク技

　　　　　　　　術の確立

　　　ロ）　「水産生物好適生活圏拡大手法」の実施に伴なう技術開発課題

　この側面の技術開発課題は、いかに効果的に生物にとっての好適な環境条件を拡大でき

るかという沖合センター本来の目的、機能に関する技術開発課題である。又、この技術開

発課題は生物の環境パラメータと密接に関連しているので各環境パラメータごとに問題点

を掲げ、それぞれに対し本沖合センターで用いる「水産生物好適生活圏拡大手法」を列挙

したものを表2－2’一11に示す。

2－4　纏台湾周辺海域モデル構想の今後の課題

　（1＞　課題の分類

　モデル構想では、マリーンランチング計画はあくまで実験であり、それも多額の費用を

かけて、今まで十分に解閣されていない生態面へのアプローチを強く押し進めるプロジエ

クトであることを前提としている。特に対象種をあまり広げず、むしろ絞り込み、また、

種苗放流直後からの幼稚当期における滅耗要因を把握し排除することを構想の中心に据え

ている。しかし、対象海域を、①内湾、②沿岸砂浜域および③沖含大陸棚としたため、③
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では、幼稚仔ということに関しては間接的な効果となったことは止むを得ないと考える。

　モデル構想の課題はその内容から、

　i）生物学的課題

　iD工学叔術的課題

　iii）社会経済的課題

　の3つに分類することができよう。

　以下に各々について具体的に述べる。

　　D生物学的課題

①　魚介藻類の生理・生態と環境との関係が実用レベルで解明されること。

②　基礎生産量の嵩上げに必要な実用レベルでの計算式が設定されること。

③過栄養海域を適正栄養化するための栄養塩回収システムが確立されること。

④　現状を大きく上回る種苗の大量生産技術が確立されること。

などがあると思われる。特にi）一①はここでの課題というより、マリーソラソチソグそ

のものの課題といった：方が良いかも知れない。また、このことを解明するために試行錯誤

的に魚礁の投入等が行われているといっても過言ではない。したがって、①が完全に達成

される必要はなく、過程はブラックボックスであっても、実用レベルでの数値的裏付けや

手法の裏付けができればそれで十分であると思われる。一方、D一③では、栄養塩と海

藻・植物プランクトンの関係について、当該海域毎の計算式が求められる必要があろう。

　　の工学技術的課題

①　魚介藻類の生態を把握する為に、実用レベルで魚の行動等を観測出来る手法を確立す

　ることQ

②波浪・潮流等に長期間十分に耐え得る装置・構造物を開発すること。

③　海底堆積物の有効利用の手法を開発すること。

④　海藻の人工餌料化の手法を開発すること。

⑤　海域環境を実用レベルで長期計測可能な装置を開発すること。

などがある。li）一①はマリーンランチングの支援技術の中でも特に難しくかつ重要なも

のと考えられる。

　　iの社会経済的課題

①　海域改善手法や実験の受入れ体制をつくること。

②　事業でなく実験として、高額予算化を行うこと。

③河川から流入するN、Pを制御すること。

などがある。の一②に関してはあくまで奴実験、之して多額の予算を計上する必要があ

る。すなわち、経過・結果を十分に把握するのだという観点にたつと、予算を1箇所に集
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中させることにより、かなり大がかりな実験を行わないとよく判らないことが多いからで

ある。なお、このような大がかりな実験は、たとえ結果が失敗であっても波及効果は大き

いことが期待されるので、単純な効率主義やコスト主義と比較すべきではないと思われる。

　（2）具体的課題の整理

　ここでは、2－3項で検討を試みた各モデル構想について、今後の課題を拾い出してみ

た。

　　i）湾利用におけ’る課題

　　　イ）生物学的課題

①　ヘドロを有用堆積物として位置づけ、栄養塩類を回収し、貧栄養海域へ投入すること

　による効果の数値的把握（すなわち基礎生産量の増大がどの程度可能となるのかの数値

　的把握）。

②　万石浦を優れたナーサリーとして今以上に有効利用することを検討しているが、その

　ために必要な条件の把握。

③　海中造林技術の確立。

④食害による減耗の防止を行う為、食害のメカニズムの解明。

　　　ロ）工学技術的課題

①　ヘドロの有効処理方法の確立。

②　ヘドロに含まれている有害物質の除去技術の確立。

③アワビの自動計数装置等、生態把握に供する装置の開発。

④　栄養塩吸収に供した海藻の人工餌料化。

⑤　密漁監視システムの検討。

⑥食害防止システムの確立。

⑦　海藻付着の容易な人工藻礁の開発。

⑧　ニシンの卵付着器の開発。

　　　ハ）社会経済的課題

①　松農湾におけるヘドロ採取や栄養塩吸収海藻イカダの設置と既存漁業との兼ね合い。

②　北部岩礁帯の一滴を超管理海区とする為の受け入れ体制。

　　の沿岸砂浜域における課題

　　　イ）生物学的課題

①　人工干潟システムの三次処理機能と生物への寄与の数値化。

　　　ロ）工学技術的課題

①　漂砂防止膜による漂砂防止効果の数値化。
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②　擬似海底の係留方法。

　　　ハ）社会経済的課題

①　漂砂防止膜、擬似海底の設置に関する既存漁業との兼ね合い。

②　干潟での三次処理による増産効果と既存生産晶への影響。

　　iiD沖合大陸棚における課題

　　　イ）生物学的課題

①資源増大という意味からはやや水深が深く（50窺以深）、対象生物の絞り込みが必

　要。

②

③

①

②

①

②

人工野津による基礎生産が数値的にどれだけ可能かを実験的に確認することが必要。

魚群の行動制御システムの数値的効果の確認。

　ロ）工学技術的課題

人工湧昇流や潮流制御機構の検討。

沖合センタ～の規模・構造の検討。

　ハ）社会経済的課題

沖含センターの立地に関する検討。

沖合センターを水深50襯以深に造ることにより、今後の他省庁の人工島計画を水深

50規耳掻で検討するうえでの水産上の意義。

　以上記したことの他にも細かく拾えば多くの課題があるが、どちらかといえば、モデル

構想実現の為のネックになりそうなものを中心に述べてみた。ただし、それぞれの構想の

中であるべき課題について触れられてないものもあり、ネックとなるものがすべて述べら

れているというわけではない。また、課題の中には現在解決不可能なものも含まれている

が、必ずしもそのことだけでモデル構想が実現不能ということにはならない。ただ、いず

れにせよ、これらの課題は今後、資源管理型漁業を大きく飛躍させる為には避けて通れな

いものであろう。
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第3章　山陰沖海域における複合生産システムの検討

3一で　山陰沖海域の自然条件

　3－1一肇　地　　形

　（1＞沿岸地形

　モデル海域の東端にあたる長昆ノ鼻の西側の天神川三口には北条砂丘が発達し、砂丘海

岸を形成している。赤碕周辺の海岸は大山の火山裾野がひろがる火山海岸で特徴的な円弧

状に張り出した岩石海岸がみられる。また、中海をふさぐ弓ケ浜は南北に約18販、幡2

K簿ほどの砂洲で古い浜堤が砂の供給を受けて成長したものである。中海と宍道湖をかかえ

て日本海に突き出た島根半駐は断層によってつくられた3本の雁行からなる山塊からなり、

岩石海岸を形成し島や岩礁が多い。島根半島の西の海岸は単調な岩石海岸をつ、くって海崖

や波食棚が発達している。

　モデル海域の頂点にあたる隠岐諸農は白頭火山帯の1部で朝鮮半島と同じアルカリ岩区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑに属する4つの大島と約180の小島からなり面積は348㎞である。島後は1つの噴火

中心で洪積世にホルスト島として残ったもので、島前の知夫里、西ノ島、中ノ島は糧面玄

武岩からなる溶岩の丘陵と台地であり、複雑な海岸地形をつくっている。

　②　海底地形

　モデル海域の海底地形を図2－3－1に示した。　日御碕一隠岐一長屋鼻でむすばれ

るデルタ海域で、水深100祝線で囲まれる浅海域である。デルタ海域の外側は急深な海

底地形となっている。特に、隠1岐島周辺では200窺の等深線までは澄よそ2㎞で到達す

る特徴的な急深地形である。

　本州側の長尾鼻から境港に至る海域は比較的遠浅なのに対し、島根半島西側の恵雲から

緕御碕に到る範囲は夕景地形になっている。

　（3）河　　川

　瞬本海に流入する河川は長尾ノ鼻～境港にかけて、大小14河川存在するが、境港以西

では大小の河川はすべて、宍道湖、中海に入り境水道を通じて日本海に流入している。

　モデル海域に流入する大きな河川は、斐伊川、日野川、天神川の3河用で、それぞれの

諸元を表2－3－1に示した。斐伊川は宍道湖に入り、中海をへて日本海に流入するが、

淡水、汽水湖を途中で形成している点が特徴的である。

　（4）湖　　沼

　海岸の近くには宍道湖、中海、東郷飽が存在して診り、それらの特徴を表2－3－2に

示したQ中海、宍道湖はわが国で5、6番目の面積を有する湖沼であり、前者は汽水湖で

ある。
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　　　　図2－3－1　モデル海域の海底地形

表2－3－1　モデル海域に流入する主な河川の諸元

河川名 流域礪積
津川流路

@延長

溺こ｛毒｝：（　1　9　7　4～1　9　7　8　）η£／！S

豊水 平水 平均

斐伊川 2070虚 153㎞ 49．7 329 40．8

日野川 860描 77K皿 33．87 1996 29．25

天神川 500｝孟 32Km 32．32 22．00 27．31

（出典：建設省河川局（1979）日本河川水質年鑑、山海堂より作成）

　　　　　　表2－3－2　主な湖沼の諸元

面　　　積

i益）

周　　　囲

i㎞）

最大深度

i窺）
備　　　一

中　海 1017 84 17．1 富栄養湖

宍道湖 81．8 50 5．5 〃

東郷池 4．2
一 一 一
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　3－1－2　気　　象

　第1に気温についてモデル海域を代表する場所として、松江，米子，西郷の3地点を選

び、気温の地点別月別平年値（1951－1980）を表2－3－3に示した。3地点と

も最低気温は1月に、最高気温は8月に記録されている。3地点の中では隠岐島の西郷が

年間を通じて、気温は若干低いという特徴がみられる。

表2－3－3　気温の地点別月別平年値（1951－1980）
単位：：℃

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1◎ 11 12 年平均

松　　江 3．8 4．2 7．0 125 17ゆ 20．8 252 264 22ゆ 162 11．1 6．5 1屡．4

米　子 3．9 4．2 6．9 123 168 20！7 25．護 26．2 21．9 16◎ 11．1 6．7 144

西　郷 3．9 4．◎ 6．3 114 15．9 19β 24ユ 256 2L5 16ユ 11．2 6．8 13£｝

（出典：気象庁（1982）より作成）

　第2に湿度についてみてみるが、松江、米子、西郷の相対湿度の月別平年値（1951

－1980）を表2－3－4に示した。

　相対湿度の月変化は地点ごとで差はみられず、夏季に高湿度、春季は低湿度となる傾向

を示している

表2－3－4　相対湿度の地点別平均値（1951－1980）
単位：％

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平難値

松　江 77 77 74 74 75 81 83 80 81 79 79 77 78

米　子 76 76 72 72 73 79 80 78 79 77 75 75 76

繭　郷 73 72 72 73 75 82 84 81 79 75 74 72 76

（出典：気象庁（1982）日本気候表その2，日本気象協会より作成）

　第3に風向。風速についてであるが、松江、米子、、西郷の風向・風速の月別平年値を表

2－3－5に示した。松江では冬季に西風の頻度が高く、平均風速は3窺／Sをこえるが、

春から夏にかけては東風に変り、風速は弱まる。米子では年間を通じて南南西の風向が卓

越し、風速は冬季に高い。西郷では年閤を通じて北西の風が卓越し、前二地点にくらべて

風速は高く、毎月の平均風速は常に3彿／Sをこえている点が特徴的である。

　第4に降水量について松江、米子、西郷の月別平年値（1951－198◎）を図2－

3－2に示した。3地点の降水量の月別変化には差はなく、7月が最も多く、2◎◎～30◎
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朋に達する。次に降水：量が多いのは9月、1月、6月で、1月は降雪に：よる。春季は最も

少なく100麗程度である。

表2－3－5　風向・風速の月別平年値

月 1　　　2 3　　　4 5 6　　　7 8 9 10 11　　12 年平均

〈風速（翅／S）〉

風杯野風程式風速計 3．4　3．1 3．1　3．1 2．8 2．6　2。8 2．6 2．2 2．2 2．5　　2．9 2．8

〈最多風向〉
　　　箆1位　　　風　向松江　　　　　　　　百分率 W　　　W

P9　　16

W　　　E

P4　　14

E16

E　　W
P5　　17

E14 E14 NE
P3

W　　　W

P5　　18

W14

第2位　　　風 向WSW　WSW E　　W W ES鴛WSW ESE ENE EWSW　WSW　WSW
百分率 15　　12 1i　　13 14 14　　14 13 14 12 11　　15 12

第3位　　　風　向 SW E・WSW　ENE　WSW W EWSW　ESE　ENE £　　SW E
百分率 10　　　8 10　　12 11 12　　13 13 13 11 9　　12 11

〈風速（搬／S）〉

風杯型風程式風速計 3．5　3．4 3．5　3。5 3．2 2．8　2，8 2．9 2．9 2．9 3．1　3．2 3．1

風車型自門風向風速計 2．9　2．7 2。6　2．9 2．7 2．3　2．3 2．4 2．3 2．4 2．3　2．6 2．5

　　〈最多風向〉米子　　　第1位　　　風　向

SSE　SSE SSE　NE SSE NE　SSE SSE SSE SSE SSE　SSE SSE
百分率 15　　14 16　　17 17 15　　15 19 19 20 19　　17 17

第2位　　　風　向 S　　W NE　SSE NE SSE　　S 醤E NE NE S　　S S

否分率 12　　10 11　　15 13 15　　14 14 15 13 14　　14 12
第3位　　　風　向 SW　　　S S　NNE NNE NNE　　醤E S S S SE　SSW NE

百分率 11　　10 10　　11 11 13　　13 13 11 11 8　　11 11

〈風速（規／S）〉

風杯型風程式風速計 3。9　3．8 3．8　3．8 3．4 3．2　3．7 3．6 3．6 3．5 3．7　3．9 3．6

風車型唱言引i駒風速計 3．6　3．2 3．0　3．2 2．7 2．7　2．5 2．9 2．9 3．0 3．2　32 3．0

　　〈最多風向〉爾郷　　　第1位　　　風　向

NW　　NW NW　　NW 熈 NW　WSW w 即 岬 NW　　NW NW
菖分率 19　　19 20　　13 13 12　　20 13 15 20 21　　21 16

第2位　　　風　向 WNW　WNW　WNW　ENE　WSW　WSW　ENE　ENE 醤E NE WNW　WNW WNW
百分率 19　　18 12　　11 12 11　　10 12 14 13 15　　21 12

第3位　　　風　向 W WNNW　　NE ENE ENE WWSW　ENE　WNW W　　W W
百分率 18　　12 9　　10 9 11　　10 11 14 10 12　　16 10

注：風呂型風速は14年間、風車型風速は6年間の平均

　最多風向は20年闘の平均

　　　　　　　　　　　　　　　（出典：気象庁（1982）より作成）

　第5に日照時間をみてみると、松江，米子、西郷の月別平年値（1951－1980）

を図2－3－3に示した。3地点とも日照時間の月別変化には差はなく、5、8月が高く

200時間を越える。冬季の日照時間は100時間前後で、夏季の1／2になる。
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　　　　　0

　　　　20◎
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1　　　　100
）

　　　　　0

　　　　200

（
1　　　　100
）

　　　　　0

図2－3－3

米　子

西　輝

　123456789101112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月）

降水量の地点別月別平年値（1951－1980）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　江

餌　郷

　　　　　　　　　　　　　123456789101112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月）

　　　　　　　　　　　　日照時間の地点別月別平均値（1951－1980）

　最後に、これまでにモデル海域を通過した台風の数を年代別に集計し、表2－3－6に

示した。当海域を通過する台風の数は少なく，勢力の弱まったものが多い。
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表2－3－6　モデル海域を通過した台風の年代別数

1941　－　1945

1946　－　1950

1951　－　1955

1956　一一　1960

1961　－　1965

1966　－　1971

10

11

5

3

3

5

（出典：曝本気象協会（1973），1940～1970台風経路図30年集より集計）

　3－1－3海象
　（D　水　　温

　水温の季節変化をみるために鳥取県沖含域に於ける水温の月変化を図2－3－4に示し

た○上層（10祝層）の水温は8月に26℃と最大となり、3月に最小となると思われるQ

100彿層の水温は年間を逓じて大きな変動はなく夏季でも17～18℃程度であるQ水

温躍層は夏季に顕著に発達し、11～3月は混含期に入っているものと考えられる。また、

隠岐海峡に懸ける水深50搬層の水温の月変化を図2－3－5に示した。3月に12℃、

9月に20℃を示し、年較差は8℃程度である○

30

25

20

15

10

5

　　　　　　　　　　　　　　　　10鵬層’
．＿．．」．．〆乏ダ窯二＝マ・・拠層

　　　　　〆〆　　　　Ψm層
　　　　，ノ’

　　45・6789三〇
図2－3－4　鳥取県沖合域に診ける

　　　　　　　水温の月変化（1971

　　　　　　　～1980の平均）

（出典：鳥取水試（1983）より作成）

具

本

lo

5

一一 剿ｧ度線数
。＿＿・水　　　1鼠　晶

　　　　　　　，踊
　　　　　　，／
亀、亀　　　　　　　　　　　　　oノρ

亀　　　　　　　　　　　　　　　4

　し　　　　　　　　　！

、

、

、

し

きo

15

　　　島　2　3　4　5　6　7　・　9　ゆ目聡　1月

図2－3－5　隠岐海峡に澄ける水深50

　　　　　　　彿層に於ける水温の月変化

（出典：鳥取水回（1983））

次に鉛直構造をみてみる。沿岸定線調査の132（Eラインで観測された水温、塩分の鉛
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直分布を図2－3－6に示した。36。N付近から岸側に水温の高い対馬暖流系水が、その

北に島根沖冷水、下層には日本海固有水がみられる。水温5℃以下の冷水は120～18◎

俄付近から下層にみられる。

宕

舞

亀

。

37。N 36◎酎 35。撞

◎

100

20◎

300

図2－3－6　沿岸定線の132。Eラインで観翻された水温、塩分の鉛直分布

　　　　　　　（1980年7月）
　　　　　　　　　　　　　　（出典：島根県水試）

　　（2）塩　　分

　　鳥取県地先における塩分の月変化を図2－3－7に示したQ5～6月は34．5～34．6

　％台で年間最高の塩分量を示し、各層の塩分差はみられない。6月以後は中国大陸の流出

　水を運んでくる対馬暖流の影響を受けて低塩分水となり、表層で8～9月に32～33％

　台となるが、100解層では影響を受けない。夏季には塩分躍層がはっきりしているが、

　鉛直混合が始まる10月以後は躍層はくずれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MONTH
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oパ　M　」　」　』A　sピO　N

くじ　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　へ　　　　のり　り

　　s・‘紛　　　．　　　　　　，。。　　．．ノ旨〆拳≧ぐ・、㍉＼」1：＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘f…I　　　S．（二｛θ）

　　　　　　．ST△Ti。N3－3（沿岸域）　　　　　　　　　S丁AT　ION3－5（沖合域）

図2－3－7　鳥取県地先海域における塩分の季節変化

　　　　　　　　　　一135一



　（3）栄養塩

　島根半島地先海域に於けるNO3－N、　PO4－Pの濃度の季節変化を表2－3－7に示した。

　表層の栄養塩は冬季を除いて著しく低く、貧栄養な状態にあるQまた、5窺、40鴛層

のNO3－Nの季節変化を表2－3－8に示したが、躍層が消失し始める10月に、40窺

層にNO3－Nの高濃度層が出現し、鉛直混合の活発な冬季になると底層のNO3－Nが表層

に供給される。したがって、当該海域では上層部の栄養塩は主として冬季の鉛直混合によ

って供給されていると考えられる。

　日本海中央部に澄けるリン酸塩の鉛直分布を図2－3～8に示した。

表2－3－7 島根半島地先海域における栄養塩濃度の変化（表層）

　　　　　　　　　　　　　　　　単位：μ9－aも／z
年月

56．4 56．7 56．10 57．2 57．4 57．7

NO3一醤 0．06 0．63 053 3．32 0．11 0．20

POぺP 0．11 0．05 0．05 0．27 0．05 0．06

（出典：東京久栄資料）

表2－3－8 島根半島地先海域に点けるNO3－Nの鉛直分布
　　　　　　　　　　単位：μ9－at／君

年月
56．4 56．7 56ユ0 δ7．2

0．5㎜層 0．06 0．63 053 3．32

5　籾 0．12 0．44 0．47 3．22

40魍 0．36 0．36 3．09 3．15

（出典：東京久栄資料）

0

1000

水

ロ　　む　

葉

巴

30⑪0

4000

PO日㌔μに漁ms／1’
　ユ．0　　2．0　　3．0　　4．O

図2－3－8 日本海に穿けるリン酸塩の

鉛直分布

（出典：深滝「対馬暖流」）
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　（4）底　　質

　島根県沖の底質の分布を図2－3－9に示した。水深100御以下は泥質であり、沖合

から細砂、中砂、粗砂、礫と粒径は粗くなり、汀線付近は再び中砂になる。赤碕周辺には

岩が露出しており、境港前面には泥の堆積が一部みられるQ

　島根半島西側の大社町地先の底質分布を図2－3－1◎に示した。水深150常以深は泥

砂域で、砂泥、砂と岸よりになるほど粒径は粗くなる傾向を示している。汀線付近は岩の

ところが多く、沖合には砂や礫からなる瀬がみられる。

　モデル海域に於ける中砂含有比と強熱滅量の分布を図2－3－11に示したQ100襯

以浅では診おむね砂を主体とした組成であり有機物含量は低い。島根半島東部の地先は中

砂の分布域がひろがっている○

　（5）波　　浪

　モデル海域からすこし離れるが、浜田における7ケ年間の波の観測結果を表2－3－9

に示した。冬季は最も波浪が高く、6ケ年の平均有義波高は1，81襯であり、周期も最も

長く6．93秒である。夏は比較的穏やかで、平均有義波高は0。56彿である。最大有義波

は7ケ年の統計値でみると冬季の7．51窺であったQ

　（6）流　　況

　海況の模式を図2－3－13に示した○沿岸域を北上してきた対馬暖流今町は日御碕に

ぶつかり隠岐島にむかい、一部がモデル海域内に影響を及ぼす。隠岐島周辺、日御碕周辺

では海流と地形の影響で渦流が発生し、局所的な湧昇がみられるQ

　鳥取県地先の流況調査によれば、本海域の流れは恒流または日周潮流成分が卓越し、半

日周及び1／4日周潮成分は半分以下である。恒流は上層の沖合で、NE－ESE方向で、

流速は25。2～33．6翻／S’、沿岸でW～SSW方向で流速は3．4～18。1傭／S’となり、

沖合と沿岸とでは流向は反対方向で、流速は沿岸が小さい傾向を示した。日本海に澄ける

潮汐は、さく望平均満潮位は＋0。5撹前後、大潮差は0．3規前後にすぎない。

　3－1－4生物相
　（1）　プランクトン

　島根半島地先海域における植物プランクトンの現存量、優占種の季節変化を表2－3－

10に示したQ

　植物プランクトンのブルームは春季にみられるが、クロロフィルa量にして1μg／Z

を越える程度で著しく低い。春季以外の季節ではクロロフィルムa量は常に1μg／Z未

満であり当該海域の基礎生産力が低レベルにあることを示している。細胞数は、1～102

細胞／彿Z程度で推移している。優占種は調査時によってめまぐるしく変るが、沿岸性種

を基調とした珪藻類である。
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　図2～3－11　中砂含有比と強熱薩量の分布

（出典．プログレスレポート　イタヤガイ（2）（1982））
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　図2－3－12　島根半農東部域の中央粒径値（Mdσ）の分布

（出典：出雲東榔大規模増殖場開発事業調査報告書（S54～56年度））
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ば

ゆ
1

表2－3－9

通年最大有義波

季別の最大有義波、平均有義波

（浜田地点）

　　　　　　季・
@　項　　　　年問矩　　　目

冬 春 夏 秋 年　購

70
o｛1β），n、x．

（T1！3）m脳．

7：

（H：13）m紙．

（～3）鵬脳．

72
（H且ノ3）購．．

（T1／3）m眠．

73
（HL’3）m似，

（里馬13）m脳．

74
（Hv3）m縦． 4」4 2．74 428 4ユ8
α1’3）隅脳． 8．60 6．86 7．94 フる94

75
但夏ノ3）m脳． 455 3．59 233 4．92 5．10

ぐr：ノ3）隅脳． 8．06 9ユ7 7．74 8．98 1LO3

76
但監ノ3）m誠． 751 3．68 2．44 5．61

（Tv3）蹴賦、 1050 フ．43 6．96 9．26 　卿
O〇50

7フ

但韮’3）m酪．
5．01 4．84 2．37 3．99 4．呂4

σ塞13）m、。． 834 8．74 62タ 8．49 8．74

78
（H113｝㎜脳． 571 5！2 203 566 571
（T113）m簸．

Io．17 玉0．n 6．08 8．78 ！o．17

79
（H夏13）m誠．

轟5！ 189 尋17 52夕
σ｛’3）一間．

！ooo 86◎ 551 75）8 84駐

80
但v3）m駄． 283 320 つ25 3．82 677
crl，3）m駆．

72… 660 627 843 1042
｛Hlβ）鵬。． 751 5：2 274 5．66 75↓

最大
αv3）職x． 1050 10三… 686 8．78 置050

通年平均有騒…波

　　　　　　　季・

@　　項　　　　奪彫

ﾚ　　　目
冬 春 夏 秋 年　1昌

70
（HIβ）m姻

（Tl’3）鷹㎝

71
（HIβ）而㎝

（国玉β）麟甑

偽β｝凧駆。

（Tユ，3）期㎝

73
価’3）獄駆。

（丁薯β）n㎝ σ

74
（Hlβ）購、。

（0．769）

0．66
i0，441｝

玉．〔隣

o0．725｝

0．

o0．700

σ蓋，3）蹴蜘 き．サ。9）
｛r607） （L835

　孕iL794

個ノ3）恥蜘 0863 孕0655 0370 6．7船 0：845
75

α1’3）顕。＆・ 6．87
ﾊ269

535
k2．089

4．24
i2274

5．86

iL舶5｝
5．64

ｿ．059》

76
（H夏β）隣囎 講呂 60．633｝ （α439）（0、992

　，oo．％7

（T筆β）陥。
153 ：760 Lタ55 L930 ‘21（隅5｝

77
田！β）顕蜘 L96 0．99 a59

@4
L30
@73

Lo8
O．8鵡5

σ監’3）恥㎝
7．〔踊

P，201
5．47
i2．ユ03

尋31
e2，1ξ9｝ ユ．o（》9｝ （2，｝40》

但1’3）恥蜘 L89 0．9
「376 ◆07再5 　のO95578

（TL／3）鵬補血 6．9… 5．29
@　：鴛

3．95

Q確93
5，＄8

k4茎8
55？
Q．ユ83

79
G｛v3）闇闇 L68

O，964
1帥1
O356 （0β71 （o，848》

　・
i0．868）

σ！β）鵬職。
6．？3

kL5…o
≦54
oL713

4．39
o25§4）

　。15

iL轟35》
　「
iΣ．979

（H監13）隣繊 1．7
o0．59韮

o．　　　　．
i0592）（0．490｝ （L182

　o
eLooタ

80
σ晃！3）鵬，釦 　　1

O711 （｛．ま57｝（蒼．99G （2．ひ44） （1．361》

但蓋’3）鵬螂
L81
i◎349

0．4
i0．732｝ ｛0，尋33 （翻16） 　「

i0．88η
累犀

（Tl’3）鵬伽 6．3
P275 ユ9叢0 2三三2 1，749 （2．oo5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H1／3：1／3有義波搬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁1／3：1／3　〃　周期秒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内は標準偏差

（出典：波浪に関する拠点観測10ケ年統計（昭和45年～昭和54年）

　　港湾技研資料、孤401）

図2－3－13　海況模式

（出典：島根多雫；（1982））



表2－3－10　島根半島地先海域における植物プランクトン
　　　　　　　　の現存量、優占種の変化（表層）

隼月
56．4 56．7 56」0 57．2 57．4 5？．7

クロロフ　｛ルa

iμ9／4＞
L9 o．4 o．2 0．3 0．7 O．2

網　　聡　　数

ice115／mの
50 101 葦。 10 20　、 ！

優　　占　　糧 L．δ餉icu5 C・e。隣pre55u3 S毫、co5t飢讐m T．m且ra R．8tolしe㎡otMi N．olo5terl鵬

　　　　　　　　　（出典1東京久栄資糾）

表2－3－11　島根半島地先海域のかいあし類の変化
嫌月 535 53．8 53．1ま 54．2 54．5 54．8 54．10 55．2

コベボーダ

ｻ　駐三鍛
i卦体／4）

14．8 19．8 20．韮 韮9．5 253 17．5 8．8 9．4

綴　占　趣

ノーブサウス
　　躍
Rベ軍ダィト期

ni撫。隅SP

　　二〇比卜ona。SP 　　〃

@　〃
揩鴛謔?ｏｎａ、SP

　　〃
@　〃
oar鯉a1舗u魯

@　SP

　　〃

@　〃
Z五thon呂，SP

　　二Par＆c劇餓u3　　SP

　　　　冬7ト探繋（xx！3）による　　　　　　　　　　　　（撫典こ東京久榮資猟による）

　当該海域の動物プランクトンを代表する種類はかいあし類であり、本川の現存量、優占

種の変化を表2－3－11に示’した。かいあし類の現存量は10～20個体／Zの範囲で

変動し主な構成種は、ノープリウス期幼生と、Oithona属やParacalanus属のコペポダイ

ト期幼生であるQ

　（2）　卵。沖縄

　鳥取県沖合海域に澄ける稚魚の出現量の変化を図2－3－14に、代表的な種について

の水深別の出現状況を図2－3－15に示した。稚魚の出現は6月と8月に多く、冬季に

少ない。マイワシは5月ごろ水深50規層に多く出現し、カタクチイワシは6。7月に全

屑にわたって出現する。春季の代表的な出現種はメバル属・アイナメ（クジメ）・マコガ

レイなどである。

　（3）底生生物

　鳥取県砂浜沿岸域にお・ける甲殻類の水深別出現組成を表2－3－12に、月別の出現組

成を図2－3－16に示した。

　砂浜域の甲殻類はアミ囲・端脚目。十脚目に代表され、アミ目は比較的浅いところに、

端脚目は深いところにそれぞれ主分布域がある。アミ目の優占種はAca鷺施◎mysis　nakaza一

めiであったQ

　アミ欝は冬期から春季にかげて出現し、夏季には全くみられない。十月目の出現はアミ

目とは対象的な傾向を示す。端脚目は個体数は多いものの重量は少なく、6・7月に優占

する。

　（4）藻　　場

　本州側の高場は、赤碕周辺。島根半島東部の沿岸域に分布し、構成種はクロメ。ホンダ

ワラ類である。構成種の概要を表2－3－13に示す。

　隠岐島、島赤雪には砂地にアマモ、岩礁域にはホンダワラ類からなる藻場が分布する。

分布状況を図2－3－17に示した。
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㈱
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数

100

0

4

図2－3－14

5　　　6 7　　　8 　　　　　一9　　葦0　　　　　8
　　　　　　　　　（月）

鳥取県沖合海域に細ける稚魚の出現量の変化

（出典：西田輝己（1978））
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表2－3－12 鳥取砂浜沿岸域における

水深別各動物群（甲殻類）の出現個体数

水深 5摺 亘。 15 20 80
種顯　項呂 種数偲体数 種数偲体数 種数個偉数 種数鯉体数 種数鰹体数

コノハエビ臼

A　ミ　目

N　マ　臼

凵@脚　琶

[　脚　琵

¥　御　国

@　計

0　　　　0

P0　　86，560

O　　　　0

Q　　　　壌

p4　　　520

ｳ2　　1．068

W弓　　88，腫7

o　　　　◎

X　　？5，922

O　　　　◎

P　　　　壌8

普@　6，ゑ9壌

氈B

@　駐，520
Q8　　85，78屋

董　　　　罷

P0　　6壌，207

Q　　　　82　　　　61

Q8　　26，598　　9

P1　　　礒80

宦@　91，365

0　　　　0

氓O　　18，562

R　　　　8

ﾛ　　　　鍵

Q2　　82，79壌

P2　　7，078

T1　…08，魂？6

O　　　　o

W　　9，19露

n　　　　o

W　　　　26

Q6　　25，97魂

O2　　8，0玉8

W8　　38，210

注）各水深各月共未採集分があるが単に合計している。

100

％

50

　　　　ア　ノ　や欧外こ矯雛♪

層南中態：篠野

箏が♪・鋳威び毒
耀、鷹量腔二趨紙

ζジ鳶諺犠
．～《メ、『ン毒豫γ訴宵・繋二

　　　争♪∫ン養
零搾3熱誠、

》＾油塒・讐劉マ薪ぐ　駄

　　　’　ノ　＼♂

　ちノ
1饗謄2
泌腐捻欝

欝讃

φ’ ?き強　　譜予

㌔、＼　　　　　　　　　　♂

　ヘ　　　ノ　ぞ3轟砥亭　＾》

　　　　　　　げ　　　　ゼ

猿㌶灘葛議
灘鷺雛事理
戴翻繊塑繍一事
三徳瀞箋露、旧著 沸・義議添・妖。・輝磁

　　ノ　ヤノ

騰羅
ヘギへ　　　ま

。礁を乏・1鵡禽

♂撫∫轡戴磯

青魚勘辮リ
ノメ　2㌻パA卿
’く冨さ、写㌧㌔郷

♂’∫’ご～歪〆

　　、％縛ザ轟幹

勲観，

離

離
灘

鱗

霧

繕

難

　　　　3畦56789101112霊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月

　　　　総噸1隅陣類醗等獺□＋三

図2－3－16　鳥取砂浜沿岸域に儲けるマクロベントス

　　　　　　　　　（甲殻類）の類別平均重量組成

　　　　　　　（出典　西田輝己他（1976））
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表2－3－13　島根半島岩礁域の主な大型海藻の平均被度の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

種　　類 春 夏 秋 冬

ク　　ロ　　メ 17．5 18．7 15．3 14．2

ワ　　カ　　メ 6．5
一 一

0．0

ユ帰馬ワラ 3．2 5．9 7．4 4．2

ヤツマタモク 0．5 3．5 4．6 1．4

ノコギリモク 11．5 11．0 12．4 15．2

オオバモク 5．8 7．6 7．8 4．3

ハ　ソ　モ　ク 3．9 5．4 4．2 L4

（出典：東京久栄資料による）

含ζ編

　　　　　　　‘　　　　　　　　o

　　慶
・、、灘　　と
｛漣．樽、　　野

　：㌔’　　4

　　　Aゐ▲A　轟

　含　　　　　　・i
　　認”1’　　　》

　　㌦望

　　　　一　　　　　4雫狸≡
　　　　　　占．働

　　　　　　　　7

◎

圏アマモ
圓ガラモ（ホンダワラ類）

画礫
筐∋大砂

囮中砂
囲・1・砂

図2－3－17　島前湾に澄ける藻場の分布

3－2　山陰沖海域における漁業の現況

　3－2一肇　水産資源の現状

　（1）漁獲量の推移

　対象海域は主として鳥取県。島根県の漁業者により利用されているが、両県以外の漁業

者も一部利用している。漁獲量（属地）としては、修正すべきであるが、統計上判然とし

た数字が不明なので、ここでは、鳥取・島根両県のものに限定した。（すべて属人の統計

である）
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表2－3－14 表2－3－15 漁獲量の内訳

（単位：t）

年度 漁獲量：

昭52 嘆79，婆00

53 367，051
54 462，274
55 482，938
56 508，551

㈱　内水面漁業については省略

　　海薩漁業の合計

（単位：t）

年慶 魚　　類 貝　　類
その他の
?産動物

海　　藻

昭　52
417，545 3，04◎ 56，732 2，083

53 309，035 3，206 52，728 2，082

5婆 402，521 3，026 55，107 1，617

55 418，433 2，700 60，ユ66 1，642

56 443，840 2，351 60，578 1，783

㈱（D

　　②

　　③

　　④

魚類については別表に主なものを記載した

貝類についても別表に主なものを記載した

その他の水産動物は、いか類、かに類

海藻はわかめが70～75％

表2－3－16　主な魚類の内訳
（単位：む）

　魚種

N度
いわし類 さば類 ぶり類 かれい類 にぎす た　　v・

『52 220，476 143，551 3，080 9，583 5，960 1，556

53 171，859 82，425 3，829 13，171 4，楼22 1，743

54 243，107 ユ02，038 3，752 12，068 2，973 L455
55 269，δ92 92，790 6，183 12，◎88 2，587 1，391

56 269，648 116，143 2，377 13，316 3，569 1，528

表2－3－17　員類内訳

（単位：t）

　種類

N度
あわび さざえ あさり その他

52 155 1，016 1，QO7 862
53 123 1，009 1，042 1，032

54 119 807 955 1ほ45
55 12◎ 730 608 王，238

56 168 δ73 305 1，301

表2－3－18 その他の水産動物内訳

（主なもののみ）

（単位：も）

　種類

N度
い　か　i頚 ずわいがに

52． 3◎，687 ま，244

53 2爆，265 1，114

54 28，260 L124
55 31，844 1，081

56 27，8爆3 1，055

㈱　漁獲量の殆んどは島根県 囲　他に、かに類・たこ。えび。なまこ

　　等がある
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（2）生産金額

漁業の生産金額は以下の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　表2－3－19
（一単位：百万円）

年慶

50 51 52 53 54 55 56

生産金額

41，356 50，229 59，451 48，777 55，885 60，723 64，216

㈱属人統計

昭和56年度の生産金額を漁業種類別に分類すると下記の表の如くである。

表2－3－20
（単位：百万円）

漁業種類 生産金額 漁業種類 生産金額 漁業種類 生産金額

（合　計）

黶@　　曳

�@　　網

齣D式鮭鱒

痘mまぐろ

~　　　網

64，216

P8，273

Q3，124

@　57

@259

@　71

刺　　　網

C　カ　釣

@　釣

п@　　縄

閨@　　置

D　　　曳

1，995

V，299

@765

@348

P，840

@310

採　　　貝

ﾌ　　　藻

ｻ　の　摂

{　　　殖

1，720

@896

T，658

P，619

㎜146一



3－2－2　海域利用の現状

くD　魚種別漁期

通年の魚種別漁期を概括すると次表の通りである。

表2－3－21

1　月 2　月 3　月 4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10月 11月 12月

旋 網

イワシ・アジサバ

旋　　　網

底　　　曳

トビウ

底 曳

カレイ・ ズワイガニ・ハタハタ・ニギス
イ　カ　釣

カレイ・ズワイガユ・ハタハタ・ニギス

カ　ニ　寵 カ　ニ　籠

紅　ズ　ワ　イ

シイラ濱け

紅　ズ　ワ　イ

刺 網 刺　　　網

ハマチ・タイ・メバル ハマチ ・タイ・ メバル

ワ　カ　メ

採 員
　テ
ﾌ　藻

ン　グ サ

㈱　　①海域によって漁期は少しずつ異なるが、鳥取。島根雨県の合成である為、漁期が少し長く表示

　　　されている

　　②圃は主漁期
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（2）漁業の種類

漁業の種類も大別すると次のようになる。

表2－3－22

大分類 漁　　業　　種　類 主　　漁　　場 主漁期 対　象　魚　種

遠洋漁i業 遠洋トロール アフリカ北西岸 「周　年 もんごういか、たい、

竅@いか、たこ

母船式さけ凌す流網 北洋（A海域） 6月～8月 さけ、ます

以西底びき網

まぐろはえなわ

沖合漁業 1そうびき中型機船底びき網 隠岐島周辺 1◎月～翌6月
ずわいがに、かれい、
@た　た、に　“

2そうびき中型機船底びき 9月間6月 かれい

1そうまきあぐりさんちゃく網 隠岐～本県沖合 周年 いわし、あじ、さば

沖合いか 日本海中央部 5月～翌2月 するめいか

かに憎憎 〃 9月～翌6月 べにずわいがに

沿岸漁業 小型機船底びき網 70m以浅の沿岸砂浜海域 5月～12月 ひらめ、かれい

1そうまきあぐりさんちゃく網 本県西部沖合 周　年 いわし、あじ、さば

とびう胴まき網 沿岸海域全域 5月～7月 とびう齢

とびう澄流網 　〃
ﾆびう…賊　　より　）

〃 〃

はまち狩台網 沿岸海域全域 3月～5月
X月～王1月 はまち

三重網 沿岸岩礁域同工礁周辺海域 〃 た眠はまち、めばる

～白骨 沿岸海域全域 〃 〃　　　〃　　　　〃

きすこぎ刺網 〃 〃 きす

しいら漬 本県中西部しいら漬海域 7月～10月 しいら

いか釣 沿岸海域全域 周　年 するめいか
@　　　い　》

酒断 沿岸岩礁域人工礁周辺海域 〃 たい、めばる

採貝、採：草 〃
わかめ、てんぐさ、

?わび

（注）①遠洋漁業は特殊なもののみである。

　　②生産金額が多いのは沖合底びき網漁業、大・中型旋網漁業、いか釣漁業である。
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（3）漁　場

島根県と鳥取県に塩ける漁場は次に示す図の通りである。
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図2－3－18　主要沿岸漁業の種類別操業状況（島根県）
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図2－3－19　沿岸漁場図（鳥取県）
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（4）漁業権免許図
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図2－3－20　漁i業権漁場図（島根県側）
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海共第韮弩　第1毯

灘共竃2弩　第1擾

わかめ、てんぐさ、あまのり（いわのり）、

ほんだわら、もずく、いぎす、あわびぺ

さざえ、いがい、はまぐり、あさり、ば

ル、、カしき、プヒこ、　う‘こ、カ：まこ各漁築

わかめ、てんぐさ、あまの9（いわのり）、

ほんだわら、もずく、いぎす、あわび、

さざえ、いがい、はまぐ9、あさつ、ば

い、かき、たこ、うに、なまこ餐漁簾i

灘共第4弩　窮1種

　　　　　薦1種護洪第5号　　　　　講3種

海共第5墾｝　舞；】｛重

わかめ、てんぐさ、あまの9（いわのり）、

ほんだわら、もずく、いぎす、あわび、さ

ざえ、いがい、はまぐウ、あさり、ぽい、

かき、たこ、うに、なまこ、えむし各漁集

はまぐり、あさり、ばい、たこ多漁薬
地びき爾漁藁

あさり、ばい、あわび、さざえ、いがい、

かき、うに、たこ、なまこ、わかめ、て

んぐさ、もずく各漁菓

灘共繁3号　第3種　　地びき網漁≡襲

灘共第7号　繋3種

海区1暑第1種区画

地びき網漁築

はまち小割式養殖漁簾

いしだい小翻式獲殖漁茱

図2－3－21　漁業権漁場図（鳥取県側）

一150一



3－2－3　生産構造の現状

（1）漁業経営組織体数と漁船数

表2－3－23

年慶

総　数 個　　　人 会　　　社 漁業協同組合 漁業生産組合 共同経営 官　　　長

52 6，02G 5，520 95 17 19 361 8

53 6，018 5，646 102 8 11 231 7

54 5，997 5，537 107 14 18 310 8

55 5，946 5，500 104 15 19 301 7

56 5，919 5，440 104 15 17 333 8

表2・一3－24

年度

総　数 無動力船
動　力　船

@計
動　力　船
gン解合誹

動　力　船

Tt未満
動　力　船

T～30も

動　力　船30t以上

52 9，639 660 6，575 48，978t 5，656 513 406

53 9，765 659 6，635 50，207 5，65屡 581 400

54 9，869 390 6，816 51，412 5，798 622 396

55 9，671 363 6，905 51，611 5，857 661 387

56 9β71 295 6β32 50，985 5，786 673 373

（2）　漁業就業者数と漁業協同組合・組合員数

就業者数と協同組合の現況は次の通りである。

年度　　　　　就業者数

52・。・・…9一・・。・。。・・11，772

53・・・・・・・・・・・・・…一12，426

54　・・…　。・・・…　。…　。・　11，950

55・。・・。・・・・・・…。・。・… 11，640

漁業協同組合数………………65

正組合員数…・

準組合員数…・

組含員合計…・

一・一・… @。・　10，590名

。・・…一。・。 P1，058字

目一・… Q1，648名

　　　（56年度）
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（3）水産加工の現状

表2－3－25 （単位：t）

　年壌：

嵭ﾞ
51 52 53 54 55 備　考

素干し 485 613 760 755 723 するめ

ｻの他

塩　　千 13，974 13，283 12，100 12，582 14，509
かれい

｢わし

煮　　干 4，021 3，154 3，429 3，002 2，694 いわし

練製品 15，002 25，937 17，141 26，347 25，683
ちくわ

ｩまぼこ

冷　　凍 68，443 66，885 45，565 77，076 75，939
いわし

ｳば・いか

節 63 62 79 9 87 さば

塩　　蔵 4，724 5β68 3，581 3，113 2，795
さば

｢わし

冷凍食品 1，529 1，503 2，181 5，716 6，202

その他 4，139 3，885， 3，974 4，342 4，611
つくだに
ｵおから
ﾝりん干し

魚　　油 2，418 3，574 3，817 4，257 3，987

飼肥料 15，796 15，628 16，182 16，400 16，530

合計 140，234 139，890 116，809 153，680 153，760
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　（4）　水産物の流通

　　　　　　さかいみなと
　一例として、　境港港に於ける利用配分、出荷先別の出荷量を示した。総流通量は次式

　〔総流通量一水揚州＋市場通過搬入量〕であらわされ、水揚量は、他県船のものもあり，

又自県船でも他に水揚げする事があるので、漁獲量とは異なる。

表2－3－26　主要産地に於ける利馬配分
（単位：トン）

生　　　　鮮　　　　向
区分 総流通量 水揚量

総　　　数 地区外 地　区　内
冷　凍向

45年 134，039 111，39婆 65，661 64β05 856 2，874

48年 183，466 153，878 75，074 73β57 1，217 19，005

49年 211，077 189，263 93，356 92，610 746 10，◎82

50年 188，564 167，013 86，965 86，515 450 3，675

51年 228，540 209，907 111，945 111，280 665 11，242

52年 248，768 224，059 119，004 118，285 719 19β63

53年 179，375 164，997 66，702 65，908 79壊 10，020

54年 207，099 193，289 95，741 g4，865 876 3，036

55年 253，361 246，5◎δ 128，452 127，588 864 10，594

56年 242β27 235，425 84β76 83β97 9？9 56，816

（単位：トン）

加　　　　　　工　　　　　　向

総　　数 缶　　詰 ね　　り その他 魚油飼肥

直　　　　　送

､　同　出　荷

市　場　通　過

ﾀ　　入　　量

42，677 14，177 314 28，186 　 182 22，645

59，753 18，762 377 40，614 ｝ 46 29，588

85，158 26β71 248 58，539 楠 667 2L814

76，223 22，156 70 53，997 一 150 21，551

86，535 28，057 72 58，406 一 185 18，633

84，94◎ 30，885 342 53，713 ｝ 252 24，7◎9

88，275 37，163 「274 50，687 151 一 14β78

94，512 33，363 96 61，053 備 ｝ 13β10

107，459 41β48 一 66，111 一 一 6，856

93，223 38，811 一 54，409 3 510 7，402
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表2－3－27　主要産地における出荷先別出荷量（境港）

6　大　都　市　申　央　卸　売　市　場 その他
区　　分 総出荷：量 自　　県

総　　数 東京、横浜 名古屋 京阪神 総　　数

45年 64，987 6，327 23，994 14，136 3，644 6，214 34，666

48年 73，903 6，089 25，294 11，962 4，70圭 8，631 42，520

49年 93，277 3，494 21，3磯7 9，542 3β96 8，409 68，436

50年 86，665 2，724 30，550 11，617 6，971 11，962 53，391

51年 111，465 2，873 32，668 13，255 7，998 11，415 75，924

52年 118，537 2，089 33，229 15，721 6，678 10，830 83，219

53年 65，908 1，427 20，959 8，758 4，014 8，187 43，522

54年 94，865 1，331 23，725 9，474 4，廷26 9，825 69，809

55年 127，588 2，04壕 30，230 12，483 5，535 12，212 95β14

56年 83，897 3，408 31，325 12，308 6，387 12，630 49，164

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　地　　　　域

北海道
戟@北

関　東
戟@山

北　陸 東　海 近　　畿 中　国 四　国 九　州

1，356 2，5G8 4，387 8，896 2匪563 3，748 6，166 5，G42

463 4，833 2，151 10，069 5，695 6，312 8，573 4，424

549 6，983 1，774 16，031 11，052 7，782 16，579 7，686

61 3，392 一 13，911 13，630 9，643 9，199 3，555

71 1，887 434 17，452 17，543 15，076 15，714 7，747

一 14，274 147 14，186 13，961 7，320 20，697 12，634

345 3，947 452 6，677 娃，030 2，953 14，732 1G，386

39 5，176 589 12，010 4，511 3，363 29，206 14，915

｝ 4，362 425 18，741 4，579 2，909 39，856 24，442

一 2，608 983 6，716 3，426 2，エ54 19，905 13，372
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　3－2一辱　漁業振興策の展閣状況

　島根・鳥取両県における漁業振興策の概要は以下の通りである。

　（1）沿岸漁場整備開発事業

　島根県においては一次沿整事業（昭51～54）で約11億を投入、二次沿整事業（昭

57～63）では計103億円の投入を予定している。計画の概要は、出雲地区では美保

湾、大社湾の天然増殖場の強化、大型河川の流入する石見地区での増殖場、隠岐島での増

殖漁場開発などが柱となっている。他方、鳥取県においては、一次沿整事業に11億円、

二次沿整事業に77億円という投資規模となっている。同県の事業計画では、6割は魚礁

設置事業、残りが増殖場造成である。また、両県とも浮魚礁の設置計画を有しており、積

極的な導入が図られようとしている◎

　魚礁設置事業とな：らんで、沿整の柱となっている大規模増殖場造成事業については、昭

和57年度までに事業を完了したものとして晶根県島前湾（隠岐島）のマダイ対象のもの

と、鳥取県気高地区のヒラメ対象のものとがある。補助調査段階のものは、島根県益田地

区のマダイ対象のものが昂り、実施中のものとしては島根県出雲東部地区：（主としてヤリ

イカ対象）と昆根県中山地区（同、ウニ・ナマコ対象）とがある。

　（2）　海域総合開発事業

　農根県においては当事業を中部海域（大社湾）で実施中で昭和55年度より予備調査に

着手、現在調査継続中で昭和61年度に事業化の構想をもっている。内容としては7ケ年

間で約50億円を投入する考えで沖合冷水塊と対島暖流を利用しての沖合漁場造成と大社

湾の効果的利用を昌指している。他方、鳥取県においても中部海域で当事業に取り組んで

おり、昭和59年度から事業化着手の見込みで、約70億円程度の投資が予定されている。

鳥取県の場含は、平担な砂浜が海岸線のほとんどを占めるため、59年度以降の水産庁重

点施策である砂泥域開発の対象としても注目されるところである。上記の事業実施海域を、

沿整も含めて図2－3－20に示す。

　（3＞　マリーンランチング計画

　当該海域では、マリーンランチング計画の～環であるイタヤガイの研究対象地区となっ

ている。すでに一部養殖がなされているものの通年とはなっていないため、増殖と養殖

（とくに越夏のための養殖）の双方について生態研究と技術開発がなされている。このイ

タヤガイは当該海域での海洋牧場構想のなかに取り込まれるとともに、現在直下の課題で

もあり、早急に成果があがるよう期待されているところである。

　3－2－5　山陰沖海域における漁業の直面する課題

　上記のような山陰沖における漁業の現況からして、当海域が直面する課題を網羅的に述

べると次のようになろう。
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　　　　　　　人工礁◎

　　　　　　　　　☆
　　　　　　　　　　　ODA　　　　　予定
　　　　　　　□
　　人工礁　　　　　GoTU
　　　　　☆
大規模　　　　　HA瓢ADA
（マダイ）□

　　　　MASUDO

　　　　　　　　　　　　　◎

　　　　　　　　　　　海域総合開発

　　　　　　　　　　。’へ．．

　　　　　　　ノ嚇＼

　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　NAKAY醐A　KED　　　　　　　　　I瞼A

　　　　　　　　AISHA

□大規模増殖場

☆人工礁漁場

＊アワビ礁（小規模増殖場）

図2－3－22　島根。鳥取におげる漁業振興策実施地域

　第一に、漁i業資源増大のためのポテンシャルの存在は明らかなのだが、それらを十分

に利用する措置が講じられていないことである。もちろん、不可能なものにはそれなりの

理由が存在するわけで単純に論ずることはできないが、自然条件からして対島暖流によっ

て移送される有用資源の確保も不充分であるし、高級魚介類（ズワイガニ、エビ等）の資

源の減少にも対応しえていない。また、特に冬季の厳しい条件下にあって養殖業が未成熟

である。砂浜域についても十分な生態系が解明されていないこともあって高度利用がなさ

れていない。

　第二の問題点は、上述のポテンシャルにもかかわらず、工学的手法の導入を考える場合

に、海底設禮物（人工魚礁等）は砂のはげしい移動にさらされて耐久性に大きな問題を抱

えているほか、波浪がきびしく海洋構造物は通常の耐久性ではもたない。沖合養殖が発達

しない理由の一つもここにある。最大波高が年に一回くるという計算上の設計よりも、最

大波高の4分の3の波浪が常時くるというような状況なのでくり返しかかる外力は想像を

絶するといってよい。

　第三の問題点は、上記二つの点と表裏一体の関係にあるが、操業日数の制約にみられる
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時間的季節的空白および海上・海中・海底の立体的利用の未着手が指摘できる。これらは

経営体の規模や就業人員の減少との相互に悪循環の関係にある。社会経済上の問題点はこ

こでは深く下り下げないが、空問的には隠岐島と本±間の有機的連携に今一の不足がある

ように思われる。

　ともあれ、次に各魚種毎に生物学的な意味での技術の現状と問題点を一括して表示する。

表2－3～28　山陰沖海域漁業の主たる現状と問題点

対　象　種 現　　　　　　状 1　　　　　問　　　題　　　点

ヒ　　ラ　　メ 。体長3㎜種苗の量産技術 。体色異常魚の出現

。人工養成親魚の周年飼育 。放流適正時期の検討（食害防止）

・採卵技術の確立， 。早期採苗・早期放流技術の確立

。放流効果の量的掘握

クルマエ　ビ 。移入親エビによる量産技術 。砂浜開放域における短期馴致放流

。海中囲網による中閥育成 。放流効果の把握

ア　　　ワ　　　ビ 。殻長1．5伽種苗の量産 。適正放流量の把握

・殻長3αηまでの陸上コンクート水槽によ 。餌料環境改善技術

る中間育成

バ　　　　　　イ 。天然親魚からの水槽内採苗 。適正放流場、放流サイズの検討

。殻長3繍稚員の量産実施

イ　タヤガイ 。沖合採苗、沖合垂下養殖 。越夏対策（沖合大水深50～100勉養殖）

・経営体強化

。他業者との漁場利用調整

；ツレエ｝ 。天然親魚（貫）による採苗試験
。量産技術の確立

E天然群生態の把握

3－3　山陰沖海域におけるモデル構想の検討

　3－3一窪　モデル構想の全体概念

　（1）基本的考え方

　当モデル海域の現状を分析すると、次の緒点が、漁業生産を向上させる上での基本的制

限要因となっていると判断：さ：れる。

　　イ）貧栄養で基礎生産力低い。しかし、100糀以深には豊富な栄養塩が未利用のま

　　ま眠っている。

　　ロ）砂野僧が多く、環境の多様性に乏しく生息生物種が限定されている。

　　ハ）冬季は季節風のため、活動が制約され特に養殖業の立地を難かしくしている。
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　　二）外洋にあって、急深な海底地形、島前を中心とした複雑な海岸地形をもった隠岐

　　諸島は有効利用の上での潜在的価値：が高い。

　　ホ）宍道湖・中海等を中心とした淡水源からの栄養塩、デトリタスの有効利用が不十

　　分である。

　　へ）対馬暖流によって供給される豊富な生物資源の、さらなる開発の可能性がある。

　そこで、これらの制限要因を取り除いたり、あるいは有効利用を促進する上で、どのよ

うな工学的技術が考えられるかを検討することとした。

　まず第一に、モデル海域の漁業生産の向上をめざす上での最大の問題点は基礎生産力が

低く、餌料生物の生産量が、低レベルであることである。基礎生産力が低い理由は海域の

栄養塩濃度が低いためである。モデル海域の100規以深には豊富な栄養塩類が眠ってお

り、これらの水塊を人工的に湧昇させること、あるいは淡水源の有効利用により、基礎生

産力を上げることが可能である。水中のプランクトン増、海底のデトライタス増、さらに

はアミ類、小型動物の生産増、すなわち「餌料生物の増加」が海洋牧場構想の一つの柱と

なる。

　次にモデル海域の地理的、地形的条件は水産生物の増加にとって、重要な制約条件の1

つとなっている。対象生物の生息環境を認識し、物理・化学的な、好適環境をひろげるこ

とが必要である。すなわち「好適生活圏の拡大」がもう一つの柱である。

　さらに、人工的な種苗の添加、産卵場の確保、稚仔の保育環境の整備、通過資源の定着

促進などを通じて、「種苗の安定的確保」をはかることであり、これが三本爵の柱となる。

　図2－3－23はこれらの三つの柱とそれらを構成する工学的技術の要素を示したもの

である。工学的技術を駆使しながら、海域の制限要因をとり除き、モデル海域の漁業生産

増をはかろうとするものである。

　工学的技術によって、自然の一部を変化さぜるわけであるが、その変化させた環境の中

にどのような生物種を導入すべきであろうか、・モデル海域の特性に照して導入すべき生物

種を次のとおり選択した。

　　　　人　　工　　湧　昇
　　　　　　　　　　　　　　　　　餌料生物の増加
　　　　餌：料；噌加システム

（光、淡水拡散等）

砕　波　帯　制　御

蓼　巳　　一
浪　礁　域　開　発

沖　　A　　養

　生　　　　暫

ﾊ過資源滞留
イタヤガイ養殖
〔種苗生産〕

図2－3－23

好適生活圏ゐ拡大

種苗の安定的増加

漁業生産増加

　　　　　　　　　　　　［＝＝：］：導入する工学的技術

海洋牧場システムの基本的概念
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　（2）対象種

　モデル海域の漁獲物は中小資本による施網漁業に依存したイワシ類・サバなどの低価格

大衆魚を主体としており、資源変動による影響を受けやすいこと、また、沿岸零細漁業の

収入の安定性をはかることなどから、漁業対象生物種の多様化が求められている。

　対象種は①既存の資源状況、②漁業者のニーズ、③利用空間、④食性などを考慮して表

2－3－29に示す2エ種とした。三生物種の特性や導入理由も併せて示した。対象種は

いずれも、中・高級種であり、経済的効果にも配慮した。

　砂泥域では①砂泥域の特徴を生かして効果的な生物生産をはかること、②砂泥域を岩礁

化し、多様な環境を創造して、新たな生態系をつくりあげることの2つのアプローチを考

えることにしたQ

　前者については、砂泥域の食物連鎖は底泥中のデトリタスを基礎していることから、図

2－3－24・に示すような食物連鎖を考え、導入種を決定した。特に、エネルギーの効果

的利胴という観点から、コタマガイ、バイ、クルマエビ、ナマコなどのデトリタス食性生

物の人工的導入に配慮した。また、カレイ類については食性の違いを考慮して導入種を決

定した。

　岩礁域および砂泥域の岩礁化による開発対象種は基礎生産者たる海藻類、ここでは特に

クロメの海中造林をはかり、その補食者のアワビ、サザエの資源増を期待する。また、ク

ロメ場造林は空間的多様さをつくるとともに葉上、葉聞性動物などの餌料生物増にも寄与

し、これらの利用者として、メバル・カサゴの定藩性魚類の生産拡大をはかる。一方、回

遊性魚類については、表層域では生活史の初期に流れ藻依存性が高く、プランクトンフィ

ーダーであるサヨリ、トビウオの資源増を期待する。サヨリ、トビウオはまた、食物連鎖

上のプランクトンと魚食性魚種の橋わたしの役割を担う点で重要である。中、下層域では、

魚食性のブリ、イサキ、ケンサキイカ、ヤリイカを対象とし、通過資源の滞留、産卵場の

保護をはかる。底層域ではマダイ、ヒラメを対象とし、モデル海域内での魚種の立体的な

活用をはかることとした。

　（3）対象海域

　日御二二隠岐一長尾鼻のデルタ域を対象としたモデル海域は水深150辮以浅の浅海域

で、日本海固有冷水（冷水壁）に囲まれ、対馬暖流により魚類、卵・稚仔の補給の多いと

ころである。モデル海域は、①日三二～境港にかけての島根半島および赤碕周辺の岩礁域、

②弓ケ浜および赤碕～長尾鼻にかけての砂浜域、③隠岐島周辺の隠岐海嶺域、④砂泥質か

らなるデルタ中央域の4つの特微的地形に分類される。
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監

0
1

表2－3－2g　導入する生物種とその特性

生　　息　　域

回遊性

定着性

表　　層

中・下層

底　　層

岩礁域

砂泥域

種 名

サ　　　ヨ リ

ト　ビ　ウ　オ

フ
リ

イ サ　　　キ

ケンサキイカ

ヤ　リ　イ　カ

マ　　　ダ　　　イ

ヒ ラ メ

メ　　　バ　　　ル

カ　　　サ　　　ゴ

ア　　　ワ　　　ビ’

サ　　　ザ　　　エ

ク 口 メ

ム　シガレイ

ソウハチガレイ

メイタガレイ

ク　ルマエ　ビ

ノぐ イ

イ　タ　ヤガイ

コ　タ　マガイ

ナ　　　マ　　　コ

食性（成体）

動物プランクトン

動物プランクトン

魚 食 性

魚類　・甲　殻類

〃

！ノ

甲 殻 類

魚 食 性

甲　殻　類　・魚類

藻

ノ／

食

ノノ

性

（無　　機　　物）

小　型　甲　殻　類

！！

多 毛 類

肉食性・デトライタス

肉食性・デトライタス

プ　ラ　ン　ク　ト　ン

デ　ト　ラ　イ　タ　ス

〃

当該海域での生活史段階 導 入 理 由

プランクトンの食性の中級魚の増産

〃

稚　　魚～未成魚 通過資源の増産

〃

産　　卵～1才魚 沿岸産卵資源の増産

産卵（冬季）～夏季 〃

産　　卵～2才魚 マリンランチング対象種（回遊性底魚）

産　　卵～2才魚 マリンランチング対象種（回遊性底魚）

全　　生　　活　期 岩礁性磯魚の増産

〃 　　　ノノ

マリンランチング対象種（岩礁生物）

岩礁性i磯魚の増産

〃 マリンランチング対象種（岩礁生物）

全　　生　　活　期 春泥域生息種の増産

〃 〃

〃

〃

〃 砂泥域の高度利用種

〃 マリンランチング対象種（二放員類）

〃 砂谷域の高度利嗣種

〃 砂泥域の高度利用種

種苗生産

△

△

⑭

⑭

⑳

⑳

O
○

△

△

0
⑳

△

⑭

⑳

△

○

△

⑭

⑭

△

○：大量生産　△：可能　⑳：未定



海　藻　・．草
分解

プランクトン
沈降

デトライタス 陸上より

イ　タヤガイ コタ　マガイ

ナ　　マ　　コ

クルマエビ

バ　　　　　　イ

アミ。端脚類 多　　毛　　類

二　枚　貝　類

ヒラメ（幼）

ム　シガレイ

ソウハチガレイ

メイタガレイ

マ　　ダ　　イ

ヒ　　ラ　　メ

図2－3－24　砂二丁への導入生物の食性関係

　デルタ域西側の100～150俄の等深線付近には、各種の人工湧昇装置を配置して、

栄養塩に富んだ爾本海固有冷水をデルタ域に供給する。また、宍道湖・中海の淡水源を外

海に放出することにより、中海の海水交換の促進とともに、陸上起源の栄養塩、デトラィ

タスを海域に供給する。人工湧昇、陸水拡散の両者からデルタ域内の基礎生産力を高め、

餌料生物の増加をはかる。

　デルタ中央域の表層～下層では回遊性生物の通過資源を餌料面や滞留条件を物理的につ

くることを通じて滞留させる。また、これら生物の産卵場、保育場を保全することにより

圓遊性資源の安定的拡大をめざす。底層域では、デトラィタスを基礎とした食物連鎖を利

用し・異体類の増産をめざす・すなわち・デルタ中央域は表2－3一β0に示すとおり、

餌料増産を背景として、食性を配慮した魚種選択を通じて、空間をより立体的、機能的に

利用し、海域の漁業生産を量と質を全体的に高めることをめざす。

　岩礁域では岩礁域の高度利用をはかるとともに、沖にむけて岩礁域を拡：大することをめ

ざし、クロメを中心とした流場生態系を拡げることで、沿岸域の生産をあげる。砂浜域で

は、砂浜の特徴を生かし、デトライ．タスの直接利用者で、浅海域に分布するクルマエビ、

コタマガイ、バイ、ナマコの増産をめざす。一方、砂泥域を岩礁化することにより、環境

の多様化をはかる。また、砂浜域の沖含では、越夏を可能にするイタヤガイ養殖の技術を

確立して実施することとしイタヤガイの母集図形成、再生産をはかり、イタヤガイの天然
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表2－3－30　デルタ中央域の立体的利用

表　　層 サヨリ、トビウオ　（増強種）

Cワシ、サバ、アジ（既存種）

プランクトン食

@　〃
中・下層 ブ　リ

Cサキ

Pンサキイカ、ヤリイカ

魚　　食：　性

宦@類。甲殻類

@　〃
底　　層 ヒラメ

}ダイ

魚　　食　　性

b　　殻　　類

底工上 ムシガレイ、ソウハチガレイ

＜Cタガレイ

小型甲殻類

ｽ　　毛　　類

底工中 ナマコ

Nルマエビ、バイ

デトライタス

�H、デトライタス

大量採苗を可能とさせ、さらには、イタヤガイの天然増加にむすびつける。冬季の季節風

を克服する養殖施設を開発して、沖合数臨以遠で給餌型養殖を実施する。隠岐島域は種苗、

幼稚仔の保育場として、モデル海域の種苗の安定的供給基地としての機能を担うものとす

る。

　モデル海域の海洋牧場構想の地理的配置は図2－3－25に示した。
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表2－3－31　山陰沖海域におけるモデル構想の概要
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（澄）　「好遮生活圏拡大」と「種苗増産・中闘饗成」の各主璽構成システムは互いにまたがるものが多々あるが、ここでは文灘整理の都合上、便宜的に仕分けてある。



　（4）全体システムの構成

　海洋牧場を構成するサブシステムと、それらのシステムを担う工学的技術の内容および

それらの技術の地域的配置計画を表2－3－31に示した。

　3－3－2　餌料生産システム

　（1）餌料生産の基本的諸方式

　　D食性、餌料及び環＝境収容量

　海産動物のほとんど総ての稚仔期はプランクトンかデトリタス食性であるが、成長する

につれて食性は変化し、デトリタス・藻食性（アワビ、サザエ）、岩礁系（貝類）肉食性

（マダイ、フグ）、ベントス系（多毛類）肉食性（マガレイ、メイタガレイ、ハゼ、キス）、

肉食性（イカ）、雑食性（イシダイ、メジナ）、魚食性（ブリ、ヒラメ、メバル、カサゴ）

に区分される。しかし、終生デトリタス食性で過ごす貝類（コタマガイ、バイ）、甲殼類

（クルマエビ、ホッコクアカエビ）、原索動物（ナマコ）や棘皮動物（ウニ）がいる。彼

等は餌生物を選択摂回することもあるが、海域の優・卓越種を捕食する場合が多い。食性

が定まる頃には浮魚類や一部の底魚類は回遊生活となるが、他の種は岩礁あるいは砂泥域

を中心に生活を営むことになる。

　自然界の同一棲…丁場には数多くの種が共存するので食物確保の競合が激しく、共喰いや

壮丁からの食害によって滅耗が続き、結局、同一棲息場での全種総量は生態系のバランス

を保ち、ある限界をもつ一定の生産量を示すことになる。この現象をある棲息場での環境

収容量という。我々はこのような生態系で、環境収容量に占める目的とする対象魚介類の

：量的割合を高め、漁獲増大を図ることを目標としている。

　環境収容量は水域の地形、流況、餌：生物：量、食害種や競合種によって影響され、その値

は各水域で異なるので、魚介類を増殖させ漁獲量を増大するためには場（水域）の選定と

餌料の知見は極めて重要となる。

　　の餌：料生物の濃縮の場と漁場

　自然界には餌生物の濃縮の場が存在している。魚介類の初期餌料として不可欠の動物プ

ランクトンは海域で屡々パッチ状で存在しているが、最も安定した濃縮の場は①潮目、②

躍層、③湧昇域、④礁、⑤河口域である。潮目（水平境界面）、躍層（鉛直境界面）、湧

昇域（水平・鉛直境界面）はいつれも水温、塩分、栄養塩類などが異なる二つの水塊の境

界域に形成される。境界域は一般に泡立ち、動植物プランクトンは勿論、魚介類・動物プラ

ンクトンの卵やふ化稚仔魚介類が集積し、これを餌とする若幼魚、更にこれらを捕食する

漁獲対象種が集まるので漁場が形成される。

　水温躍層に例をとれば、水温差が大きいほど動物プランクトンが濃縮する割合は多い。

この躍層は水塊の物理的差によって魚群探知機に映像されるが、実際はseattering　layer
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（SL、超音波散乱層）と呼ばれる動物プランクトンの集積による映像の強さの方がより

明瞭に記録される。このことはSしの映像が照度と密接に三三し、特に朦出前に沈降し、

夕暮に浮上することから動物プランクトン（かいあし類、アミ類、微小クラゲ類など）の

集積によることが明らかになっている。また、上記の浮上．沈降の移動時聞は最大2時間

以内のため、この時間帯を除き常に躍層の位置に存在することも大きな特徴である。水温

躍層とSしとの関係は図2－3～36に示すように、躍層の上、中、下層或はそれらの複合

型で分布する。また、二軸、大陸斜衝の跨部門の存在域や湧昇域では躍層の変動に伴うSし

の同時変化が明瞭にみられ、いつれも良好な餌料生物の集積場となっている（図露一3－27）。

　岩礁域は魚介類の生活の場、憩の場のみならず隠れ場を提供している。利周可能な藻類

の繁殖はアワビ、サザエの生活の場となり、流れに対する岩礁の下側には必ず動物プラン

クトンの蝟集が観察されているので、岩礁丁丁は岩礁周辺域は魚介類の良好な生活の場で

ある。

　河口域は淡水と海水の混合域であり、やや沖合には明瞭な潮昌が形成され、栄養物質、

動植物プランクトン、卵、稚仔の集積がみられるので、広塩引の魚介類は勿論、海産の魚

介類も集積し良好な漁場を形成することは古くからよく知られている。特に、甲殼類（ク

ルマエビ、ガザミ、シャコ♪、貝類（コタマガイ、アサリ、ハマグリ）、魚類（ボラ、ス

ズキ）の生活の場として適している。

　河口域を餌料面からみれば、海域への栄養物質の負荷は湧昇域を除けばすべて河川起源

の栄養物質に依存している。地先の河川のみでなく、他海域（例えば、韓圏沿岸の諸河廻

から対馬暖流に運ばれる）によるものもあるであろう。河川から海域へ負荷する栄養物質

（N，P）は液相系と固相系栄養物質に分けられ．その割合は講：6～里1§で、大部分

が固相系の栄養物質として海域へ負荷される。このことは極めて重要な知見であるが、ほ

とんど知られていない。液相系とは従来からの測定による栄養塩類であるが、固貸下は懸

濁物質そのものに凝集・吸着した栄養塩類、溶存有機物や微小動植物によるもので測定時

に炉紙上に残り除去されたものである。厳密に言えば．この除去物質は河川からの浮泥の

漏ゴリである。これは陸上起源の粘土鉱物粒子が塩分の存在で粘土粒子のもつ荷電とイオ

ン置換によって水中の無機・有機塩のみならず丁丁態有機物は勿論、細菌や動植物の微小

死骸片を吸着して形成された、いわゆるデトリタスである（代田茸水産餌料生物学、1975）

このことは、また河口域周辺の自然浄化作用をしているといえる。このデトリタスは海域

では直ちに沈降するが、流れによって拡散し海底を肥沃化させ、動物プランクトン、多毛

類、端脚類、甲殼類、貝類などの直接的餌料となり、これらを捕食する魚類の生産に関与

している。従って、河口域は過剰の栄養物質の負荷汚染がない限り、常に良好な餌料生物

生産の場である。
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　　iiD生産システム実施前の諸問題

　魚介類の増殖を目的とする場合、以下の点を把握することが要求される。

①　海域に棲息する動植物の季節変化に伴う種組成、分布量や主要魚介類の消化管内容物

の調査からその水域に棲息する魚介類の食物連鎖を先ず把握すること。

②　食物連鎖から対象魚介類に対する食害種及び競合種を認識すること。

③　対象魚介類の発育段階に伴う食性の変化、分布及び日間、年間摂餌：量を推定すること。

④　餌料生物となる動物プランクトン、ベントス（多毛類、端脚類）の季飾的分布と密度

を把握すること。

⑤　環境把握として、水域の地形、気象、水質、底質、流況の季節変化を知ること。

　以上の対象水域における物理・化学的環境の把握と生物的知見を総合し、④食害種の防

除対策、⑧種苗放流による対象魚介類の増加、◎餌料の増産手法の確立、⑪天然餌料灘縮

の場の有効利用法の確立を検討し、実施に当ることが望ましい。

　　iv）開発可能枝術の萌芽：事例

　　　イ）人工礁による動物プランクトンの集積

　新潟県水回の柿元（1983♪は魚礁におけるプランクトンの蝟集を次のように要約し

ている。①魚礁に蝟集する動物プランクトンはアカルティア・クラウシとチヤィロモアミ

が優占種でどの魚礁にも3～9月まで認められた。②かいあし類は礁の潮下側の低い場所

を中心に分布し、骨格構造の魚礁より面構造で、流れをさえぎる形状の魚礁に多く蝟集し、

転石やそれに生えたモク類の根元にも分布していた（図2－3－28）。③魚礁背面の分

布形状は流れの強さで異なるが、魚礁の潮下側に生ずる流体力学的陰影の範囲（反流と過

流の生ずる場）で、流れに対する投影面内の横方向には礁の幅と同じかやや狭く流れの：方

向には礁の魑と同じ程度の分布であった。④緩かな流れではかいあし類は広く分布し、礁

の横や上方にも分布した。⑤チヤイロモアミは岩礁の狭い丁丁の場所や円筒型魚礁単体の

内部など閉鎖的場所に分布し、アカルテイアは潮下側の開放的場所に分布していた。⑥こ

れらのプランクトンは潜水者の接近で逃避行動を示すが再び元の場所に集積した。⑦動物

プランクトンは魚礁についた魚類（スズメダイ、ハゼ類、ギンポ類、メバル）に捕食され

ていることが確認された。

　以土の知見から人工礁の設置は動物プランクトンの蝟集に有効である。

　　　ロ）礁への予料藻類の繁殖

　アワビ、サザエの餌料となるワカメ、アオサ、ホソメコンブ、アラメ、カジメなどを礁

の優占種とするため海藻胞子や根茎を礁に植込む。その際発生時期を十分考慮する。また、

貫類の食害種（魚類、ヒトデ）に対す逃避可能な凹部を作製し歩留りを高める。
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図2－3－28　魚礁における動物プランクトンの分布形状（柿元、1983）

　　　ハ）陸水の利用

　既述のように河口周辺域の海底は一般に肥沃で、砂質では貝類やカキの好ましい生育場

になるし、泥質ではバイやナマコの好漁場となり易い。これは河川が運び出す陸水に含ま

れる無機栄養塩やデトリタスによるもので、海の餌料増産の基盤の一つであると言える。

陸水の利用としては、河川水の拡散が一般的であるが、島根沿岸に限って見れば、臨海湖

として宍道湖、中海があり、この水を利用することも課題である。

　図2－3－29はその概念図である。即ち地型上からみて、両淡水湖と日本海側の最短

距離を結ぶパイプラインを想定し、その輸送動力をたとえぽ風力によるとしたものである。

ポンプ能力、パイプの分岐配置など今後の研究課題であるが、技術的には設計条件によっ

て直ちに対応できる問題であり、その収支予測に関する事前検討が望まれる。

　（2）底層水人工湧昇システムとその諸方式

　島根沿岸から隠岐島間のデルタ海域は、対島暖流の分岐流がはいり込んだ好漁場である。

一方この海域には、日本海固有の冷水の一部が大陸棚斜面から大陸棚にはい上り、暖流下

を潜流して水深140規付近まで進出している。この底層部の冷海水には、燐酸塩、硝酸

塩等の栄養塩類が豊富に含まれている。従って、栄養分に乏しい表層付近までこの富栄養
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水を湧昇させれば、．表層部での栄養塩濃度を高め、プランクトン類の増殖を促し、タイや

ヒラメの増殖、ブリやイサキなどの回遊魚の滞留、浮遊イタヤガイの維持等、水産生物の

生産性を高めることが期待できる。

　底層水の湧昇方法として、次のようなものが効果的である。

　　　00TEC（海洋温度差発電）利用方式

　　　○風力エネルギー利用方式

　　　Oベンチュリー管利用：方式

　　　○太陽熱利用過流ポンプ方式

　　　○温排水利用方式

　　　○海底土木構造物利用方式

　以下、これらのシステムそれぞれについて記述する。

　　D　OTEC利用方式

　石油に替る新エネルギー源の一つに海洋温度差発電がある。その原理は、表層海水を蒸

発器にポンプで送り込み、18～25℃で蒸発・沸騰する低沸点作動媒体（アンモニアや

フロン）を加熱して蒸発させる。その低沸点作動媒体蒸気をタービンに通し、タービン・

発電機を回転させて発電する。タービンを出た蒸気は凝縮器で深層海水により冷却され、

液化する。加熱嗣の表層海水と冷却用の深層海水は混含されて排出管より放出される。こ

の放出水には深層における富栄養分が含まれており、この放出地域は良好な漁場となるこ

とが期待される。

　海洋温度差発電プラントには、海土にバージなどでプラントを浮かべ垂直に冷却取水管

を降ろす洋上プラント型と、プラントを陸上に置き海底面に沿わせて冷却取水管を敷設す

る陸置プラント型とがある。離島に対し電力を供給するプラントとして考える場合、プラ

ントの維持管理が容易であること、プラントの係留を考えなくてよいこと、台風時の保護

がやり易いこと、また取水管の敷設なども比較的容易であることの理由で陸置型プラント

が望ましい。その概要図を図2－3－30に示す。この図では外海から表層海水と深層海

水を取り入れ、海洋牧場海域に放出するように取排水管を配してある。これらの管は、波

浪の影響を受けないようにプラントから途中まではトンネルまたは暗渠内を通っている。

　このシステムの技術向上の課題をあげるとすれば以下のようである。すなわち、海洋温

度差発電では、わずかな温度差エネルギーを利用して発電するため、大量の海水を汲み上

げねばならない。出力100MW級のプラントの最適仕様によれば、水深500魏層から

の冷却水取水量は約2207ηγs、取水管内の流速は約2．2泌sである。この流速では、取

水門先端部周辺に生棲している冷水性プランクトンはもちろん、マイクロネクトン（小型

遊泳動物）と呼ばれる動物群も、そのまま冷却水に巻込まれてプラント内に取込まれるも
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のと予想される。こ．れらのプランクトン類は、表層部に生棲するものに対して狭温性で温

度耐性も低いと考えられるため、プラント内で表層水と深層水とが熱交換後、混合希釈さ

れる時の温度ショックと、放出後の周辺海水との混合による温度ショックの2回のショッ

クに耐えることが出来るかどうかが問題である。さらに火力・原子力発電所の冷却水に連

行されるプランクトンに対する影響についての研究によれば、冷却系通過中の機械的シ望

ックによる影響も無視することはできない。プランクトン類が死減しないようにポンプや

熱交換器の構造を検討することの他に、プランクトン類の取水管への進入を妨げ、富栄養

分のみを取り入れることができるフィルターの検討も必要である。

　海洋温度差発電では、海水を汲み上げるためのポンプ動力を自分でまかなうと共に、他

への送電を行ない、建i設資金の回収を行なわねばならない。そのために熱交換器の性能向

上対策やポンプ動力の低減対策、配管の圧力損失の馬面対策等により、建設コストの焼滅

と送電端発電量の増加を目標に現在研究が進められている。

　この方式の実現のためには、海洋牧場近くに二二温度差発電を立地させるのに不可欠な

水深500彿以上の海域が近くにあることが望ましい。図2－3－30のように海洋牧場

海域の境界にプラントを設置できる島が存在し、その先は急激に水深が深くなっているよ

うな場所を選定できれば最も理想的である。その意味ではこのモデル海域では隠岐島の西

海洋温慶差発電プラント

〃
，’

P→∵一二海載域

　　　　　　　　　　　　　　　　放水管

日

8
の 深屡水取水管

量

図2－3－30　海洋温度差発電陸置プラント概要図
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側海岸での立地とナーサリー基地としての島前湾への放水、基地内への配電といった一連

のシステム構成が考えられる。建設コストの6～7％を占める取水管のコストを低く押え

るためにも場所の選定は重要な項目である。現在の試算では100MWの総発電量のプラ

ント（正味出力は約77MW）で500～エ，000億円の建設コストを要するとされてい

る。

　　の風力エネルギー利用方式

　山陰地方では冬場に強風の吹く頻度が高いので、この風力エネルギーを利用した底層水

湧昇システムを開発対象とする。春のプランクトン繁殖時の好環境を作り出す表層水富栄

養化は冬場に行なう必要があり、上記風況特性と相挨って有用なシステムになり得ると思

われる。風力エネルギー利用の具体的な機器として、ここでは風車を取り上げ、発生した電

気で汲み上げ用ポンプを駆動するものとする。本システムは上記以外に以下のような利点

を持っている。

　　①　独立分散型電力供給システムが可能となる。

　　②風のある時に湧昇を行なえばよいので、風力利用の欠点である間欠性がシステム

　　の大きな阻害要因とならない。

　　③環境汚染の心配がない。

　　④洋上なので騒音、ロータ回転による光散乱等の、人に与える悪影響を考慮する必

　　要がな：い。

　　⑤地上に比して安定している洋上の風を利用できる。

　具体的な内容構成要素は以下の通りとする。

　　A）風車はプロペラ型こ枚翼とし、方向制御周尾翼を必要としないDown　w油d型とす

　　る。

　　B）風車を固定する浮体は、波浪中の動揺安定性の高い、中くびれ下部肥大型浮体と

　　し、鎖による係留方式とする。

　　C）取水管は、上記浮体に取り付ける吊り下げ：方式とし、フレキシブルジョイントで

　　接合する。材質は、風車により発生する電気を利用した電着物とする。電着物とは、

　　海水中に溶解しているCa赦晦＋＋を電気的に金網のまわりに吸着させるもので、炭

　　酸カルシウム、水酸化マグネシウムが主成分である。

　　D）海水の汲み土げには耐海水型渦巻ポンプを用いる。

ここで風車容量を決定するために、一基あたりの海水汲み上げ量Qを以下のように仮定す

る。

　　　Q＝107窺3／4ヵ月（11月～2，月）こ1魏3／s

　　　　　（1㎞×1㎞×深さ10m分の底層水汲み上げ）
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上記汲み上げ量を実現するためのポンプ駆動力P（ps）は次式で与えられる。

　　P；7，QH／η蟄75（ps）

　　　　孤：海水比重量、kg／糀3　　　H：ヘッド、糀

　　　　Q：流　量、撹3／s　　　　　　　外：ポンプ効率

Q＝1窺3／s、温謹3辮、η，＝0．75とすると、

　　P＝53ps＝40K：W

となる。一方、風車の出力Pwは、次式で計算することができる。

・w一 ﾅAV3C・（K勲ノ・）一壱・AV3C・…一3（KW）

　　　7．：空気比重量kg／，π3　　　A：風車園転面積㎡

　　　V：風速瓶／s　　　　　　　CP：風車効率（理想効率0，593x機械効率η。）

風速は地域によってその特性が変化するので実測が必要だが、ここでは平均風速10斑／s

と仮定し、ポンプ動力30KWがまかなえる程度の風車直径Dを計算すると（η。霊0．7と

する）

　　　D＝10辮、Pw諏20KW

　　　D露15㎜、Pw謹45K：W

となり、余裕をみて、風車直径エ5糀とする。本システムは、風車出力が風速の3乗に比

例するという性質から、風速変動に大きく左右される。そこで、現地の風況が明らかにな

寸）〈〉

風車ロータ

汲み上げボンブ

← コだゆ

癖

柱

↑

浮体

係留鎖
100粗以上

　　　　　　　　　　　　　レ　

　　　　　　　　　　　　　ノ＼

図2－3－31　風力エネルギーを利用した湧昇システム
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れば、更に詳しい計算を行って、風車直径の変更又は複数風車の採用を検討する必要性が

生じるかもしれないが、現段階での本システムの概念図を図2－3－31に示す。

　ところで本システムには、いくつかの技術的課題が残されており、各構成要素毎に示す

と以下のようになる。

風車

　　　○ロータの耐突風性（材質、回転数制御方式）／○各種機器の耐塩害性／○強風時

　　　の退避方法／○波による動揺とロータ回転との相互作燗／○支柱の形状、構造強度

浮体

　　　○耐風、耐波浪安定性の最適形状／○材質／○係留方法

取水管

　　　○下り下げ方法／○耐潮流対策（カルマン渦による振動対策）／o電着物形成時の

　　　印加電圧平滑化

　風車が今まで普及していないのは、突風等の原因によるロータの破壊を防止することが

できないのが大きな要因である。ここでは本システムは洋上に設置されることになるので、

波浪等外部の環境はますます厳しくなるので、これに耐えるロータ（材質、回転数制御方

式）を開発することが先決である。浮体については、現技術ポテンシャルで設計可能であ

る。取水管の電着物による形成は、未完成技術であり、今後の研究開発動向によっては、

他の材質によるパイプの採用も検討しなければならないだろう。コストは、現段階で正確

な値を出すことは難しいが、おおよそ5，000万円程度と見込まれる。

　　のべンチュリー管利用方式

　ベンチュリー式人工湧昇装置の原理を図2－3－32に示した。海域の海・潮流をエネ

ルギー源として底層の水塊を汲み上げる。ベンチュリー管の先端を栄養塩の豊富な層に、

吐出部を補償深度以浅の真有光層（10窺程度）になるようにアンカーで固定する。管径

は10規程度のものを考える。この方式の特徴は次のとおりである。

　　　A）低イニシャルコスト

　　　B）低ランこングコスト（動力不要）

　　　C）耐全天候性

　　　D）耐久性（可動部分なし。波の影響を受けない。）

　この方式の技術上の課題として考えられるものの第一は湧昇管の開発である。この点に

ついて考えられるのは次の諸点である。

　　　・軽量、大口径、また非常に長いものが必要。

　　　・負圧に対して十分強度を有すること。

　　　・熱交換の良い材質を使用すること。例えば、深層水を汲み上げた場合、表面水と
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　　　　　　　　　　び

一・u・一申 h　　騨
副 V Pv

破
Uゴベンチュリー入口の流遠

．P。。1ベンチュリー入口の縫対謹蓬

Us：ベンチュリーのど都の流遼

P＄：ベンチュリーのど都の繕対瀞圧

Pv：パルプ入臼の縫対騒圧

ノk

　　ノ
流速1．§K瞭

　　、

　　　島
＼㌔　　塾

　　亀嫡幅鰯昌

　　　　　　　　　　　↓　　　込

深層水

深度約40田

図2－3－32　ベンチュリー式人工湧昇装置の原理

　　　密度差が違いすぎるならば、すぐに沈んでしまい汲み上げた深層水が生産層内に留

　　　まることができないことになる。したがって、湧昇中に外側海水との間で熱交換さ

　　　れ、吐出部では水温が暖められていることが必要。

　第二は係留方法の開発である。これはあらゆる海洋構造物に共通の課題だが特にこのモ

デル海域では長い冬季の風浪のくり返し外力がかかるので重要な問題である。ベンチュリ

ー及び湧昇管による深層水汲み上げ装置を安定した状態で作動させる係留システムを開発

することが必要である。流速及び流向の変動に影響されず、常に一定巨）深度で流向に沿っ

てベンチュリーが位置していることが大切であろう。

　　｝V）太陽熱利用渦流ポンプ方式

　当システムは、海水汲上装置と汲上水搬送装置および汲上水散布を兼ねるシステム管制

施設からなり、その概要は既に昭和56年度マリンランチング計画委託事業報告書に紹介

された渦流ポンプによる底層水利用システムを基本とする。図2－3－33は、このシス

テムの概念図である。

　同報告書に示すように、本システムの汲上げ方式ではその差圧水頭がきわめて小さいの

で、動力電源に太陽熱発電が応用できる可能性が高い。底層水利用の目的は、太陽光によ
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　　　　　　　　　図2－3－33　太陽熱利用渦流ポンプ方式

1）汲上げ部に渦をつくり、そ’の圧力傾斜によって底層の水だけを選択して吸い取ることができる。

2）渦室（汲上げ口）を十分海底に接近させると、ヘドロなど堆積物質を吸い上るよう応用設計が可能とな

　る。

3）吸引ホースの存在によって汲⊥水頭差は小さくなり、小さなパワーで底層水の汲上げが可能となる。

る光合成により、植物プランクトンの増殖を促進することにある。太陽熱発電利用のこの

システムでは、太陽光を利用して渦流ポンプを駆動し底層水を湧昇させる。すなわち光合

成と底層水汲上とを同期させることができ、この点で合理的なシステムといえる。このシ

ステムの技術上の重点課題となるのは太陽熱発電システムの部分であり、特に次のような

研究開発に力を入れる必要がある。

　　　①太陽熱エネルギーを集光し、高温蒸気を発生させるための集熱部

　　　②黙を貯え、日射変化に応じた安定運転を行なうための蓄熱部

　　〉）温排水利用方式

　温排水を管内に注入することにより、エアリフトと同じ原理で、栄養塩の多い底層水を

巻込んで上昇させ、比較的水温が高くて富栄養な海水を水面近くに放出する。放出口の周

囲をオイルフェンス様のスカートで包囲しておく。スカート内部でプランクトンを培養す

る。スカートの底部は開放していて、培養したプランクトンはここから外に出る。

　システムの構成を図2－3－34に示す。1は温排水注入管であり、底層水放出管2内

に注入される。この時、底層水9が巻込まれ、2内を通って放出管3に送られる。2を通

過する間に栄養分の多い底層水と温排水が混合され、プランクトンの生育に適した比較的

温度が高く富栄養の海水がつくられる。この海水が3より放出されると、比重が軽いので

一176一



一

駄 ◎　、◎．◎ ぐ、　　7
Q　　　　、劔

苧や

　　劔

ﾆ

9

正　面　図

5
6

読　2

7

轟一一1

平　函　図

㍗

温一一6

　9　　　　レ
・

，　●

f＝箕
・㌦ ㌔．。’・

’，8　・畢
・■

14

善一1｛）

　1。

2．

3．

堪．

5．

6．

7．

8．

9。

1◎。

11．

温排水注入管

底層水放出管

放水翌

夕　柱

ブ　イ

スカート

プランクトン培養池

培養池より流出したプランクトン

底層水

温排水

係留索

図2－3－34　濃排水利用の湧昇システム

一177一



表層付近に浮上した状態となる。しかし周囲はスカート6で包囲されているので、海水は

スカート内に貯えられる。ここで、プランクトンの大量培養を行なう。放冷により水温が

下った海水はプランクトンと一緒にスカート下部よリスカートの外部に流出する8。また、

スカート下部は外側に対して開放しているので、魚類が自由に出入することができる。β

本海を北上する、広温性のプランクトンフィーダーであるイワシ類、アジ、サバ、サヨリ

は富豊な餌料オアシスに滞留することになる。

　このシズテムの技術上の課題は次のとおりである。

　　　①温排水を送るための長い管を海底に布設しなければならない。

　　　②　底層水放出管（下中2．）の安定性、強度の問題

　　　③スカート部の保守管理と係留方式の問題

　このシステムの実現のうえで、技術的には現状の技術で十分可能であるが、コスト面で

は長い管の海底布設の為のコストが問題となろう。スカート部内部（図中7）は温排水の

冷却用ボンドとしても意味があるので、スカート部は半径数㎞のものにしたい。なお、冬

場は水温が高い場所には魚が蝟集するので、暖水塊をつくるというだけで高い集魚効果が

期待される。当システムの利用には温水源としての発電所等が近傍に立地し、その排水を

利用できることが当然の前提である。

　　vi）海底土木構造物方式

　栄養塩類が不足しているために良い漁場とならないような海域で、しかも常時流れのあ

るような海域の海底に超大規模の構造物を築造し、自然の流れを利用して湧昇流を発生さ

せるというのがこの方式である。超大規模の構造物としては、現時点で数種の基本形状が

考えられるが、対象海域の地形等を考慮した模型実験によって、最善のものが選定される

べきである。現時点で考えられるものを図2－3－35に示す。

　このような海底土木構造物の造成に関する技術上の課題は次のようである。

　　　①対象海域の地形、流況に合わせた構造物の最適形状の決定

　　　②湧昇流を発生させた後の生物学的な効果の判定（モニタリングを含む）

　　　③構造物の材料のコストダウンと施工技術の具体化

　ところで、この方式の実現のうえで最大のネックになるのが、施工コストであることは

論をまたない。このような超大規模の構造物には、安価かつ大量の材料が必要であるが、

従来使用されていたコンクリート、砕石などではコスト的にも量的にも実現性が非常に薄

かった。しかし、同一強度（例えば200驚）の場含、材料費が従来のコンクリートの殆

程度の硬化体が開発され、このような超大規模の構造物の構築に可能性が出てきた。

　今、仮に技術上の問題点①、②が水産庁あるいは水産試験場でオーソライズされ、大規

模に進められれば、所定の条件下で実7ガあたり1万円以下の価格で製造から設置までが可

一178一



！

嵩

ゆ
1

そ　　の　　1

　　　，L，・

斗献∫ 4∵『・箋ぐ
’醐、馳．辱

　ヒそ　　の　　3

「継、．
曝

．態、．

．；萎

そ　　の　　a

Ψ

至宝翼誌．／チ疋）

　　　　　　騒聾ご

そ　　の　　壌

1・ｶ、

熟．

：ミ1澱む滋

《壽ミき鋭き～

驚．ミ；誉灘’．程い罪

　　　し　ゑヒゼあ　　　　’轟ン．竃㌧’
・・P：・凝　　’誓亀

こ　　りを

　凝尊、；，　　　・；
馬《

そ　　の　　§

〃〆

　　　1　．』七．

　　目

　　一
．）」｝

　〆＿／」
〆〆

図2－3－35　海底土木構造物による湧昇システム



能であると試算されている。

　この材料は、石炭火力発電所から現状で約250万七／年発生する石炭灰（フライアッ

シュ、クリンカーアッシュ）とセメントと水、および新規に開発した混和剤の混合による

新硬化体で、その特徴を次に示す。

　　　④低強度（5襲）のものから高強度（500警）のものまで、昌標に応じた強度の

　　　ものを作ることができる。

　　　◎長期材令、特に28日以降の材令の強度増加が普通コンクリートに比べて著しく

　　　大きい。

　　　㊦本硬化性の比：重は1．7～1．8であり、普通コンクリートの比：重2．3に比較して小

　　　さい。

　　　㊥：本硬化性に関する有害物の溶出試験結果は、わが国の「水質汚濁に係る環境基準

　　　値」を十分満足するものである。

　　　㊨コンスタントに非常に大量に発生する新しい資源である石炭灰を効率的に硬化さ

　　　せたもので、安価である。

　この新硬化体によって超大規模な湧昇流を発生し得る海底構造物（例えば人工海底山脈、

海中人工岬）を築造するというものである。実際にこのような大規模な事業をおこす場合

には、構造物を受け入れる各県および水産庁の他、石炭灰を創り出す電力会社、また、こ

れを監督する通産省の協力が不可欠である。このような条件が整えば、新硬化体で大規模

な構造物を築造する技術については大きな問題はない。

　（3）　光補給（基礎生産拡大）システム

　　P　基礎生産と太陽光

　漁業資源は食物連鎖系のバランスの上に立ち、その生産拡大は基本的に基礎生産の調節

によって成立することは、本論第1丁目述べられている。基礎生産の主体をなす植物プラ

ンクトンは海水中の栄養塩（NPなど）を吸収し、太陽の光によって光合成しカロリーを

蓄積する。栄養塩は主として、河川が運び込む陸水と海中生物の代謝による海底付近への

堆積によってもたらされるが、Steele（1972、1974）によると浮遊動物プランク

トンの摂食排泄による機能応答によっても維持されるとされる。

　しかし現実の海は、臼本近海のように湧昇流や海流に恵まれて好漁場をなすところも多

く認められるが、大部分はその広大さに対比すると不毛であり陸上で言えば砂漠に対応す

る存在であるとさえ言えるかもしれない。わが国の沿岸水域でも基礎生産に基づく肥沃度

のバラソキは至るところにあり、たとえば今、資源増強の対象水域としている山陰と隠岐

を結ぶ三角水域でもその中央部は透明度2◎彿の貧栄養水域とされている。

　そこで今、基礎生産を植物プランクトンで代表し、この三角水域における増強策を考え
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ると、1つはその貧栄養水域へのN．P．の補給であり、他は深層部への光補給による光合成

の促進となる。一旦生産濃度が向上すると、前述のように動植物プランクトンの機能応答

関係を生じ高次の魚獲変動によって撮乱され難い新たな生態系が生ずるので、そのような

人王的刺激が海を肥沃化する可能性を十分期待できる。もちろんその人工的刺激は継続的

であることを必要とする。基礎生産増強策のうち栄養塩の補給は別の項で述べられている

ので、以下に光補給による光合成促進システムについて述べる。

　　の光補給システムの概要

　太陽の光が海面を照射すると、その光は海中に含まれる種々の物質に隠まれて急速に指

数関数的に減衰する。水の澄んだ黒潮流域では海面の光の強さが1％まで滅衰する深さは

水深100吻まで達するが、東京湾など汚れた海域では、僅か数獅というところがある。

光合成が可能な照度は、海面との相対照度が1％以土とされているので、東京湾では、植

柳が生きられる水深は海面下数規以内と言うことになる。植物の光合成は光の強さに比例

するので、このような死活問題は別にしても水深が深くなるほど基礎生産力が低下するの

は自然界において殆んど避け難い現実である。ただし光を遮ぎる物質に乏しい海面上では、

表層附’近の光が強すぎて、海中の鉛直混合の流れに漂う植物に対しては強光阻害が起こる

ことも知られており、一毅に生産性の最大値は海面に対する相対照度が40％程度とされ

ている。このような水深と光の強さによって生産性を評価する関係図を画くと図2－3－

36のようになる。

（海面椙対照度）％
10％ 4◎％ 100

一

◎．2d一 鮪藺薗曹
需　　鼎　　　｝　　曽　　一　　騨一　　一　　　　榊

ノ

強
の

光
強光陽害域

◎．5d

さ

宋

墜
陶

d 光合成限界深さ

図2－3－36　光合成生産量の概念

即ち水深X搬の光の強さをしとすれば海面に照射される光の強さL◎に対し

　　L＝Loa－X　　（段は海の清濁度による常数）
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となり図のような関係が示される。こうしてみると、光合成限界深さをd魏としたとき、

その半分の深さでも表面の僅か10％に滅衰しており、その光合成能力は極めて低下する

ことが分る。

　また光の強さは天気によっても著るしく左右され、晴天の日射を100としたとき、う

す曇で85％程度、曇りは55％程度とされているので、たとえば山陰三角水域の光合成

限界深さを60御とすれば、終年安定した光合成が得られるのは、その限界水深の％程度、

即ち20窺以浅となりこの水域の透鯛度20犠の環境に基本的に矛盾することになる。

　三角水域の平均水深は50～100撹であり、そこに堆積した栄養塩は殆んど利用でき

ない状態にある。そこでこの水域に光を与えて活性化し餌料増強の環境を形成すれば、稚

仔から成魚に向う中間養成段階のマダイ、ヒラメおよび深海定着期のイカの生育に寄与し、

またイタヤガイ、アワビなど貝類の生活圏拡大も期待できる。

　さらに本題は基礎生産を主眼としているが、例えば、従来の魚礁の照射により、魚礁周

辺のプランクトンおよび藻場を活性化し、幼魚の餌場と棲場を兼ねた複合的な環境造成法

としてその効果を相乗できると思われる。

　　の光補給システムの設計

　光補給の光学的概念は、既にマリンランチング計画委託事業報告書に詳しく論ぜられて

いる。従って、光補給システムの構想は上記報告書の範囲で検討できるが、実際実行に当

っては、照射光のスペクトルができるだけ自然光に近いことと、そのシステムのコストの

合理イヒが問題となる。

　通常の光補給（光伝送）システムは、光ファイバーによる構成を想定しているが、光伝

送を光学的監視や信号伝達に使用する場合と異り、本システムは光をエネルギーとしての

み扱っており、入出端の光位相の整合性や、光の強弱の制御などを無祝した大担な設計が

可能である。このような条件から見て、光伝送管はガラスなどの光学材料にこだわらず、

種々の透質の高分子材などによる単管：方式を採るのが望ましく、それによって設計を単純

化し耐波浪性などの信頼度を十分保証できることが実行にあたっての鍵となろう。

　このシステムの概念図を図2－3－37に示す。この構想は太陽光を集める集光ブイと

水中で光を放散する照射装置および二者を連絡する光伝送ホースの組合せからなり、それ

ぞれ図のようにアンカーで係留される。

　本システムの特徴は第一に光ファイバーを使用しない液体充填方式の光伝送ホースによ

り、大口径設計が可能になり多量の光を低コストで伝送できること、第二に柔軟な補強ゴ

ムホースによって耐久信頼度の高いシステム設計ができることである。

　光の集積は、直射光線に対し円滑にであるが、曇り日などの乱反射がある時、光は殆ん

ど方向性を失って弱まるので、その高密度集約がこのシステムの課題となる。ただ、本来
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図2－3－37　光補給システムの概念図

光の強さは天候に依存し極めて確率的であるので本システム設計としては、日々のデリケ

ートの光の変化に従うものでなく、光の総量増加が及ぼす影響に対して検討評価すべきで

あると考える。

　3－3－3　好適生活圏の拡大

　（1）砂泥域の開発と高度利用

　砂泥域は一般に魚介類の産卵・保護の場所が少く、餌料が少ないのが最大の特徴である。

砂浜では海面波による水の運動と海底との摩擦によって漂砂を生じ、海浜流によって岸や

沖に、あるいは浜辺に沿って運ばれ、沿岸の砂州の型状を時々刻々に変化させている。こ

の砂の運動によって砂州に生ずる海藻は絶えず砂の摩耗の試練に耐えねばならないし、時

には根っこから引きちぎられる危険さえある。また、漸く着幽したばかりの稚員もこの漂

砂に巻き上げられると再びもとの生きのびられる環境に戻って来れる保証はない。多くは

波打際に打上げられてその砂と一回に打ち砕かれるか、沖のヒトデの餌食になるか、ある

いは泥の上にへい死するかである。また打寄せる砂浜の波は浜辺近くで巻き崩れそのエネ

ルギーを放出する。この砕波現象は沖波の性質や地型によって異るが、その卓越砕波の特

徴によって海底地型を決定するほどである。そして漂砂の様相もこの砕波の影響を受け、

たとえぽ遠浅の堆積砂浜を好むハマグリやコタマガイの稚貝に対し、ちょうど生息圏（沿

岸砂州）の砕波はそれが付近に細砂を運ぶ源だとしても痛しかφしである。

　沖波が水深の浅い岸辺に接近するほど、円運動として知られる水の粒子運動は偏平に押

しつぶされ楕円軌道を描きやがて往復運動に近づいてφく。海浜の波はこのように岸に向

って水を往復させるいわば寄せては帰す波である。このため水中に漂う物質はこの波と共
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にやがて沖へ拡散する。母貝がいくら多量に産卵してもその浮遊幼生が生息圏外に散乱し

てしまうとそれはもはや漁業資源として期待することはできない。

　このように砂浜域は一般に流動の変化が大きく、しかも外海へ開放的であり人為的な資

源管理が極めて難しい海域である。そのための生産不安定は、後に示すイタヤガイやハマ

グリなどの年次生産動向に如実に現われている。砂浜の資源増強システムを考えるにあた

っては、このような現実を背景とした大担な発想が求められる。そこで最：も重要な留意点

は、いかにして稚貝の減耗防止を目的とした具体的なアプローチを見出すかである。

　砂浜域の漁業資源を図るため、他の海域とくらべたときの特徴的な問題は上に述べたよ

うに1つは波による浮遊幼生の拡散と流失であり他は漂砂による稚仔の擬乱と散逸である。

いずれも貝類の幼稚仔の生残に係る問題であるといえる。海浜における漂砂移動は、砕波

を主とする波動流によって起る’ものであるから、簡単に言えば波と幼稚仔の出合いがその

年の資源量を決定することになる。波の発生は、地理的というより、一層気象的であるた

め、稚仔の生残も極めて確立的にならざるを得ない。これを現実に示したのが図2－3－

38および図2－3－39による貝類生産量の経年動向である。これによると砂浜を生息

場とするこ枚貝類の生産は極めて運命的で計画性がなく、経済的にも主幹商品になり得る

ものではない。しかしながら、初期滅耗を免がれた後の二枚貝の成長は、その硬い殻に守

られてかなり安定して来ることが、異常発生群の越年収獲などから経験的に知られており、

むしろこうした稚貝発生分布のバラツキ’の存在こそ、産業的に見るとその生産拡大にチャ

レンジする魅力的テーマであるといえる。

　こうした中で、茨城県水試や北海道釧路水試は海域総合開発研究調査事業＊L2・などに

より、チョウセンハマグリやホッキガイ（ウバガイ）などの稚貝の滅耗が、殆んど上に述

べたように砂の移動によって支配的に生ずることを究明しており、二枚員の初期滅耗の防

止については基本的に以下に述べるように波と砂の問題に帰着できるだろう。

　なお、今回の検討海域となった山陰の砂浜域で資源増強の対象となるこ枚貝は、イタヤ

ガイ、コタマガイおよびバイである。このうちイタヤガイの着底水深は後二者にくらべて

深く、砕波の影響を直接受けにくいが、沈着稚員の底砂質の運動による問題を同質とみて

その減耗防止を同様に考えることにしたい。

　　D　コンクリート離岸潜堤

　潜堤の消波性態は一般に、設置水深と潜堤の堤高の割合できまり、その関係は図2－3

－40のように示されている。

＊1．鹿島灘北部海域・　　・報告書（昭和58年度）

＊2，根室湾海域・…・…　　　・・報告書（昭和56年度）
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　仮に評価を消波率50％で定義したとすると、二二の高さは設置水深の90％以上でな

ければならない。従って潜堤の設計については、作目からの要求によって堤高や配置を考

慮すべきである。具体的な設計法は既に港湾構造物の一つとして整理されておりここで言

及するに及ばない。

　　lD　ポケットビーチ

　海域を築堤で包囲し一部を開放し、外海からの水の循環を許す人工的な入江のことで、海

岸流や築堤の障壁などによって生ずる渦を利用し、ポケットビーチ内部の水の流動を制御

し、外海からやや独立した水域を形成し、作目幼稚仔の安全な生育場とするものである。
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図2－3－41　ポケットビーチの例

　流れの中に地型的凹凸があると、流れのベクトルと地型的障壁によって凹凸地型の周辺

にいろいろな渦を誘発し水域を凝縮させるトラップの効果を生ずることは、昭和57年度

マリンランチング計画委託事業報告書に詳しく述べられている。十分な自航力を持たない

稚仔生物はこうした水の一時的滞留と餌場の保証によって、その著しい滅耗を免がれると

期待できる。ポケットビーチ形成とその工学的側面は、多くの海岸工学文献に見ることが

できるので特に述べない。

　　雨）渦流礁

　耐久性があり、流れの中で渦流を生じ易い形の構造物を海底に設置し、渦流効果によっ

て浮遊幼稚仔の沈着を図り、また、構造物の背後に泥分の堆積を促進させ餌料生物の着生

によって餌場造成を同時に行なうものである。対象魚種としてはヒラメ、マダイ、イタヤ

ガイが考えられる。ヒラメ、イタヤガイについては浮遊稚仔の沈着場とし、マダイについ

ては幼魚の保育礁とする。このシステムのねらいと内容構成は、次のようである。

　一般に流れの場に置かれた構造物の背後には渦及び反流による流れのよどみなどが見ら

れ、渦流効果と呼ばれる。魚礁に魚が蝟集する理由として、渦流効果も一つの要因であり、

天然礁に匹敵する大規模な生産漁場も造成されている。この魚礁による造成を浅海域（水
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深30窺以浅）に配置すれば、幼稚魚の保育あるいは育生の場としての活用が考えられる。

よって本システムでは魚礁の設置により、①渦流による浮遊稚仔の沈着を促進させること。

②構造物背後に泥分を堆積及び餌料生物（ベントス）を着生させ、餌場造成を行なうもの

である。（図2－3－42（部）参照）

　使用する魚礁は浅海域に設置するため、水平外力（波浪、潮流）に対し安定性が重要で

ある。また、流れに対する側方投影断面積も大きいこと、付着生物の着生も考慮し、表面

積が大きいなどの条件から構造物は選定する。魚礁の例として図2－3－42◎に半円筒型の

ブロックを示す。魚礁の配置としては、①水平的な広がりを持たせ、②海岸線に平行な配

置とする。

　　iv）フライアッシュを利胴した人工魚礁

　二三域に構造物を設置し、その周辺の洗堀によって海底衝に人エ的な起伏を作り、魚介

類にとっての好適生活圏の拡大を図るもので、対象魚種としてはマダイ・イサキ・メバル

・ヒラメ・カレイ等を想定する。このシステムのねらいと内容構成は平担な砂泥域海底に

人工的な起伏を作るために、フライアッシュを主成分とする硬化体で製造した大型人工魚

礁を設置するというものである。

　この魚礁の特徴はフライアッシュを多量に使用しているので、比：重が1．7～1．8と普通

のコンクリートに比して小さい。また、部材断面を大きくとり、海底との接地面積が広く

とれる様に工夫されている。このこつの特徴が、従来型の人工魚礁と比較して砂泥域での

埋没を低減する効果があると思われる。この問題に対する実証実験が技術的な課題の唯一

の点である。本魚礁については昭和58年6月に静岡県舞坂沖の砂泥域水深43彿の海域

に試験設置し追跡調査を行なっているが、蝟集効果が非常に高い。心配された埋没につい

ても問題は無い様で洗堀についても安定した状態である。（図2－3－43参照）

　①底面長に対して高さの低い伏せた椀形をしており、安定が良く、曳網、刺網などの操

業にあたっての障害とならない。

　②部材の断面が大きく、空俄3当りの使用材料が多いから、厳しい海象条件に対しても十

分な安定を確保出来る。

　③カレイ・ヒラメなどの三三性魚、マダイ・クロダイ・イサキなどの岩礁性魚、アジ、

サバ、ヒラマサなどの表中層三下の蝟集が見こまれる。このほか、浅海域でのアワビ等の

増殖礁としての効果も期待出来る。

　④鉄筋等の鋼材を使用しない新材料で構成されているので、安全のために三次元FEM

手法を用いて適確な構造解析を行なった。

　⑤コンクリートに準ずるフライアッシュを大量に用いた新硬化体を使用し、鋼材を使わ

ずに組立てる新しい工法で製作するため、安価な魚礁となる。
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表2㌣3－32　フライアッシュ利用人工魚礁の仕様一覧表

　　　　　　　　　　　　　　‘5d　　　　　　　　　様

形状・寸法 平面形状：中空八角形、L熱ax　7．6m、　B：2．5燃

材　　　料

フライアッシュ・セメント・水・混和剤を用いた

Rンクリートに準ずる親しい硬化体

ｳ縮強度150Kg／瞭以上、比重L7

重　　　量 空中重量：52t　　　　　水中重量：20t

容　　　積 空間容積：83！ガ　　　　　実質容積：30m3

投影面積 側　　面：17群　　　　　平　　面：29撰

限界流速 滑　　　　　動　：　3．1　r臓／s　　　　　　　　　車云　　　　　佳蔭　：　6．5　m／s

　　　　　　　　　’　唱　．　．平聞槻
　　　　　　　　ゆ
　　　　　鍵：峻霧．
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図2－3－43　フライアッシュ利用人工魚礁概要三
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　⑥滑動に対する限界流速は、安全率1．2を含んで、3ユ剛／secと現在ある人工魚礁の

中では安定性にすぐれたもののうちの1つである。

　　V）透過性消波堤

　海底に脚柱を立てその上に水申で斜面を形成するような平板を設定し、海底斜面があた

かも海面附近までせり上ったとするような構造。その概要を図2－3－44に示す。

購袖

脚柱　　　　　　　海薩．㌧㌔．；＝・．’・・

マウント

図2－3－44　透過性消波堤の例

　天然の”なぎさ”を形成するような水平に近い傾斜板により、波を砕波して滅嚢させる

方法については、理論的にも実際的にもよく知られている。

　斜面平板の幅と深さの選択によって、砕波および消波の機構と性能を定めることができ

る。また斜面平板の下：方に、特に流れを遮断する大型構造がないので海水の移動が可能と

なり、消波されたエネルギーが流れに転換して消波装置の前後に流れ込む。このときの流

れは波の性質と消波板の規模によって定まるので、保護水域からの要求によっては沖波か

ら運ばれる水質の大部分を消波堤の前面ではね返し、後部保護水域の水を先のポケットビ

ーチのように停滞させることもある程度は可能であろう。設置にあたっては、適当な長さ

（数十鋭）のものを干潟式あるいは等深線に沿って配置し要求静穏水域を造成する。

　　vl）砂質堆積促進用潜堤（ゴム起伏潜堤）

　海面の波を消波することによって漂砂を防ぎ稚仔の安息場を与える：方法のほかに、直接

海底に砂の流失を防ぐ構造物を置くことによって同様の効果が期待できる。このような考

えは、波のエネルギーとの全面衝突を避けるという意味で合理的であり、コスト面で優位

であることが予測される。そこでこの範躊にある構想とし“ゴム起伏潜堤”を挙げる。

　これはゴム製の長尺袋体を図2－3－45のように海底にアンカーで係留し、内部への

給排水によって起立倒伏できるようにした潜堤状構造物で、消波、砂留めなどの目的に応

じて堤高や規模を設定する。1ユニットの長さは数10剛から陸上運搬上の制約によって
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図2－3－45　ゴム起伏潜堤
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図2－3－46　ゴム潜堤周辺の砂の堆積
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200剛程度となる。ゴム起伏堤が起立しているときは、波や潮による流動を阻害するた

め漂砂が滞留し堤のまわりに集積して、図2－3－46のように海底に砂層のうねりを形

成する。このような砂の集積は海面の波による漂砂の移動を防止することになるので沈着

直後の稚貝の生み場としては極めて好都合である。このような砂浜の中の突起構造物に稚

貝の蝟集が見られることは、先の茨城県水試の報告（昭和58年度、鹿島灘海域総合開発

調査）でも確認できる。

　稚貝が成長し、自泳力と生命力が増強されたときは、固定構造物や流動の閉塞がその生

活圏を抑制する恐れがあるため、このような時は、ゴム下堤を排水倒伏して砂を拡散し、

環境を復原する。ゴム起伏潜堤はこのように作目の生活のサイクルに合せた運用を可能に

し、環境保全を行いながら稚貝の初期減耗を防止しようとするシステムである。堤高を水

深の施以上にとれば通常の消波潜堤と同様の効果が期待されるが、構造の性質上堤体が軽

いことと、係留設置であるという制約からすれば、強度的に問題が残る。

　したがって、コタマガイ、バイなどを対象として汀線付近での稚貝養成に使用する場合

は、堤高を水深の殆以下に設計し、堤の存在による砕波の誘発を圓避する範囲で設定する

ことが合理的である。また、イタヤガイなど比較的深い水域に沈着する対象については、

堤の設置による流影や渦が問題となるので、それらの事前予測に従って設計されるべきで

あろう。

　　vゆ底層型立体網魚礁

　複雑な表面を有する立体網型の魚礁を海底に設置し、海藻を付着させ、平場、産卵礁、

幼稚仔保護礁として役立てるもので、その対象魚種としては各種藻類、海藻に産卵する魚

介類、各種魚類の幼稚仔を考える。

　このシステムのねらいと内容構成だが、砂泥域に干場を造成するには次の点を考慮に入

れる必要がある。

　①太陽光線の到達する水深以浅であること。

　②海藻が付着出来る基盤があること。

そのため、埋没、転倒しない簡単な構造物で、付着基盤の良いものを、海底に設置する。

　海藻の付着基盤として表面が複雑な合成繊維ロープを使用し（ワカメ養殖などで合成繊

維ロープが使われている）、適当な大きさの網を作成し、さらに網を立体的に組合せたもの

を構造体の中に張りこむ形とする。

　網構造自体が複雑であるから、構造体内部には小空間が無数に出来、幼稚仔の保護にも

役立ち、海水の流れを複雑に変化させるので底性魚類にとっては、魚礁としての機能を果

す。また、ヤリイカ等が沈設漁網に産卵する事が知られているように、産卵礁としても、

機能する。適当な大きさの三体を製作し（例えば5m×10m）厚さが王m程度になるよ
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うに、立体網を張りこむというのが設置法となる。ロープの太さ、網目の大きさは自由に

選択出来る。洗堀が予想される場所では、ロックマット等を海底に敷くなどの方法を考え、

ヘドロが深い場合には、海底より数斑浮かして設置する。設置にあたっては、ユニットを

数多く群体として設置し、三乗効果・砂漠のオアシス化をねらう。

一　例

立体網

どの方向から見ても

網状

海底が軟弱地盤の場合 フローート

図2－3－47　立体網魚礁の概念図

　（2）養殖施設の沖合化

　養殖施設を沖合まで拡大した場合、荒天時の波浪という自然条件を四駅しなければなら

ない。霞本海側沿岸漁業で年間操業臼数が20◎鷺以上に達してるのは2割に過ぎず、大

半の漁民は年間出漁日数を平均150日ほどに抑えられている。原因は日本海特有の季節

風の制約を受ける為である。そこで耐波性の非常によい沖合用のイケス、浮沈式のイケス

をまとめて取り上げることとした。概略の海象条件としては有義波高H％叢10鋭、周期

丁＝14sec、流れ2ノットでも充分性能を発揮できる施設とした。

　　D大型外海イケスシステム

　鰯弾性設計によって優れた強度と波のり性を特徴としたゴム粋イケスで、劉性に限度の
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ある補強用部材を連結し、多角形（一般に六角形以上）のイケス枠を作り、化繊網を装着

するイケスである。枠辺を増加すると概して耐波強度に関りなくイケスを拡大できること

がそg特徴で、各角部から係留ロープをとりつけて係留する。ゴム枠体は、網を支える浮

力と流体力による抵抗に打勝つ浮力を要し、外海の波浪に波のりできる柔軟性と、潮流抵

抗に抗する曲げ剛性を持ち、波浪外力では破断しない強度を有することが前提となるが、

これらは現行の技術で殆んど問題はない。図2－3－48に6角イケスの例を示す。

32．eo幡

略．鵬

一畢……
　　　レ，

選

④

①ゴム抑

②ジ翁イント

③継寧フロート

④スタンシ恩ン

⑤クッションフロート

⑤係留嶺

15．陥

モ一葦リンノブイ

　（（（》）》

大型

イケス
大型

イケス

図2－3－48　沖合養殖用イケスの概要

　この外海洋イケスの特徴は次のとおりである。

　　　④可擁構造三体によって外海波浪に耐える信頼度の高い網イケスを実現できる。

　　　㊥枠体の延長によってイケス規模を自由に拡大できる。

　　　㊦イケスの海上曳航によって育成魚の海域移動が可能になり環境制御も含む総合的

　　　管理システムを実現できる。

　　iD浮沈式イケス　一その1一

　設備価格を適切なコストで抑えることを前提とする浮沈式のイケスで次のような簡便な

構造とする。

　生管本体を水中で浮力が殆んどゼロに近い状態になる様に生賢ブイで調節し、水面ブイ

より吊下げ、保留索で固定する。
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水面ブイ

〒
イケスブイ 月下

W留

水面ブイ　増ブイ
　　　　　」

　　「

イケス本体

吊

王

係留索

イケス本体

図2－3－49　浮沈式イケスの一例

　常時所定の水深に生管が在る様に調舗し、引上げる際には、人力、又は船上ウィンチで

水面に引上げ、予備ブイを増設して水面上に支え、投餌その他管理を行なう。外洋・沖合

に設覆する場合でも、荒天時には水中に吊下げた状態で波浪の影響を受けないから生管本

体への影響はない。

　　痢）浮沈式イケス　一その2一

　このイケスは浮沈機構に工夫を加えたイケスで次のようなメカニズムになっている。浮

沈操作の為にこれまで様々な手法が考えられたが、綿密な調査と数次に亘る基礎実験、現

地実験の結果、沈める：方式として構造体の予備浮力を残したまま海中に設けた動力ウイン

チで強制的に引き込む方法を採爾する事とした。これは浮沈装置を単純化すると共に、浮

沈構造体の難点である水中姿勢を安定させることも併せて解決した。浮沈速度は2～4職／

minが基本だが、魚種にあわせ最適速度とする事が可能である。ウィンチのギヤーボック

ス部はボックス内の独と外部水圧が常に確実にバランスするように造られ、水圧及び水温

変化による油もれのおそれは全くない。又係留についてはウインチワィアー自身で係留を

兼ねさせる最も単純な係留方式とした。この種の装置を海面に効率よく配置するためにも

重要な条件である。

　動力、操作法、制御の仕方についてみてみると、浮沈操作では動力供給が必要である。

動力の種類には空圧、水圧、油圧、電力等いずれも可能であるが、動力関係から生ずる公

害の心配が少ない水を使用した水圧ポンプとモーター、又は5～10t漁船でも容易に供
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給可能な電気を使った水中電動モーター、即ち水圧か電気を使用するものとする。操作や

制御の方法については情況に応じて種々の要望が出て来ると思われるが、先ず最も単純な

方法として漁船（5～10t）上からのリモコンや陸岸から近い場含は陸上からのリモコ

ン等が考えられる。魚種によっては給餌の問題も有り自動給餌機、施設の沈下頻度と合せ

て考慮し適切なるシステムを検討することとする。

　この種の構造体を漁具として実用に供するためには構造体自身を安い価格でまとめるこ

とは勿論、さらにその輸送、組立、設置及び係留等の諸作業の…連のコストの節減を計画

の初めから充分考えておかなければならない。魚類用としてのイケスについて述べる。

　イケスについては次の3種類の方式が考えられる。

　　　④1点係留によるもの（イケス1施設）

　　　◎多点係留によるものCイケス数施設）

　　　6現状の網施設の応用（イケス数施設）

　⑦◎については親しい構造体としての考え方であるが、基本は柔い構造方式とし波を全

面的にうけることをさけて軽量化を可能とすると共に、すべての部材は設置すべき海域の

もよりの漁港まで運び、漁港内の水面で既存の設備で組立て、漁業者自身で行う事が出来る

様にする。設置海面までの曳航も5～10乞級の小型漁船で出来る事とし、アンカー（シ

ンカー）もクレーン船を使矯せず設置できる様にする為、『フローティングシンカー』方

式を採用する。㊦については従来行われている網イケスの側張り（フレーム）を強制的に

浮上沈下させ、イケスを浮沈させるもので、ブタ網を支える構造体を備えている。この側

張り（フレーム）の長さを変化させる方式として水中ウィンチを使用する。

　（3）岩礁削掘システムの開発

　当該海域に於ける魚貝類の好適生活圏を拡大する手法の一環として水深◎～50剛に於

ける岩礁域の活用が考えられる。このような岩礁域の活用により、岩礁性高級品種（例え

ばアワビ、ウニ、サザエ等）の計画的育成・増産が可能となろう。即ち、当該岩礁地域に

巾20襯、深さ40翻程度の溝を削掘し、その周辺に海藻を育成し、擁浪、潮流等の影響

を減少させた生息場兼越冬場、更にイカ類等の産卵場にも適する海域瀾発・整備が要請さ

れる。

　海中の岩礁を削掘するシステムという点では、まさしく海洋土木工法の範購に属するも

のであるが、従来こうした岩礁破砕法としては、ダイナマイトで破砕する方法（大型水中

削岩機、重錘式砕石船）、大型グラブ凌喋船による：方法等がある。これらの諸方式にはその

工法に固有の様々な致命的欠点があり、現在では海水を用いた高圧水ジェット工法による

砕岩工法も試みられている。

　これらの工法はあくまでも砕岩が狙いであり、前述した通り所要の寸法に削掘するとい
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う点では難点がある。即ち岩礁域を、例えば農場に於ける圃場整備のような考え方で削掘

する場合には新しい方式をもってする必要がある。ある程度一定の巾、深さで削掘する場

合、削掘が完全に制御される方式でなけれぽならない。方式としては、船上からの操作又

は、水中作業船からの操作方式による水中カッター搾汁機（水中ロボット型）と海中砕岩

工法の1つである高圧水ジェット工法による土掘方法が挙げられる。現時点の構想では当

該海域の岩礁状況つまり水深、地形、岩礁の硬さ、削回MAIPその他が明らかでない。更

に実際の削掘作業に入った場合でも対象岩礁の状況はその都度監視する必要性が予見され、

いわば一つ一つ確めながらの作業ということになろう。水中カッターによる機械式エ法の

場含では、衝撃力が大きく、切刃部分の損耗がはなはだしく、また岩礁の硬さ及び形状に

よっては追随三七や掘削反力をどうとるかなど大きな問題を有している。それに反し、高

圧水ジェット工法では掘削形状の正確さの点で劣るもののこれらの欠点を克服出来る汎用

性の高いシステムとして構成出来る。

　このシステムは、

①作業船（又はバージ）／②高圧ポンプ／③コントロールバルブ／④ポンプ駆動用エンジ

ン発電機／⑤電動機／⑥高圧配管／⑦配管保持用ラダー／⑧ラダー操作装置／⑨ジェット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼづ／ノ

図2－3－51　岩礁域開発システム概念図
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ノズル操作用スイングアーム／⑩減速機／⑪モニターテレビ及び同監視制御装置

等により構成される。

　この方式では、高圧ポンプにより最高50◎驚のジェット水流を岩礁にあて、その吐出

圧力により灘愛するものであるが、その削掘作業は船上からのジエット・ノズルの操作の

みでよく、ノズルの制御を行うことにより、容易に岩礁形状及び所要獣掘形状に追随出来、

更には水圧、水量の制御により岩礁の硬度削掘速度の変更に対応可能である。

　～方、ジェットノズル操作用スイングアーム上のモニターテレビに連結した船上の監視

制御装置により照臨状況は常時コントロール出来る。又ノズル先端を岩礁表面へ常時追随

させる為に、超音波又は噴射圧のフィードバックによリノズル及び岩礁距離を測定し、ノ

ズルが自動的に形状に倣うことが出来、削掘効率を上げることが出来る。

　なお本システムを実現するためには、高圧ポンプ、コントロールバルブ、噴射ノズル等

いくつかの開発項目があり、その実証の為の現地施工試験を経て始めて実用に供されるも

のであることを付記しておく。

　3－3一鼻　紅熱増産・中閥育成システム

　（1）　イタや貝の養殖システム

　当モデル海域での対象魚介類の一つの昌玉がこのイタや貝である。イタや貝はこの海域

の砂浜域に児られる代表的な二藍貝で、普通はほとんど漁獲されていないが、過去に突発

的な大発生があった記録が各地に残されているように豊玉の著しい貝であるといえる。天

然貫は、身がやせ、砂を含んでいることから活貝としての価値は少なく、ボイル加工用と

して安く取引されるが、養殖貝は貝柱が大きく、身入りも良いため、天然貝よりも商品価

値が高く評価される傾向にあり、養殖に適した品種である。

　イタや貝の生活史は大要次のとおりである。

　産卵期：11月上旬～5月下旬

　　　　　成期は　2～4月

　浮遊期：卵からふ化した幼生は1ケ月近く海中を浮遊する。

　　　　　水平的には主として外海の流れの向きの乱れている区域に、垂直的には深度30

　　　　　窺勝手に多く分布する。

　付着期：浮遊幼生は0．3襯近くなると海中の物体に付着する。

　　　　　付着した幼生は底棲生活に入るまで一ケ所にとどまる訳ではなく、時々、移動

　　　　　する事もある。

　底周期：付着後2～3ケ月すると海中の付着物から離れて底棲生活を始める。この時の大

　　　　　きさは殼高5㈱程度からであるが、底質が適していないとこの時にかなりの稚

　　　　　貝がへい死するようである。
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　　　　　底棲生活に移ってからも、適地をもとめてかなり移動することが知られている。

　餌　料：プランクト’ン（稚，貝）

　　　　　デトリタス

　ィタや貝養殖の利点は

　　①稚貝の採取が地元で出来ること。

　　②餌料が不要であること。

　　③養殖貝の商品価値が比較的高いこと。

であると考えられるが、養殖にあたっては次の点に留意する必要がある。

　　④通常の生息水深が35～65初と比較的深い。

　　◎水温の急激な変化に弱く、高温側の耐濫限界は27馬28℃と推測される。

　　㊦有害生物として、ヒトデ～イガイ、ホヤ、カニ、他の員がある。

　　（∋養殖施設の振動は小さい程良い。

そこで、こめイタや貝の養殖システムの核となる施設を考える時には、次の諸点を考えて

おかねばならない。

⑤盛：夏時に表面水温が26～28℃にも達することが知られているが、この海域での水温

の鉛直分布から、水温躍層の形成が10～20魍層にみられるので、養殖施設本体をそれ

以下の層に垂下しておき、イタや貝本来の生息水深に近づける事が考えられる。

⑤出来る丈動揺を与えないことが必要であり，、波浪による水面浮子の動揺が、直接養殖籠

に伝わらないように工夫することを考える。

⑤管理が容易に出来るシステムであること。

　次に、提案するイタや貝養殖システムの概要を述べてゆくこととする。

　　D　浮沈丁丁層延縄方式

　装置の概要は設置水深60魏までを考え、延縄構造によるイタや貝養殖施設に、浮沈機

構を取入れて、外的条件を克服するものである。浮沈装置については：RI195の浮沈式イケス

（その2）と同様、沈める方式として構造体の予備浮力を残したまま海中に設けた動力ウ

インチで強制的に引き込む方法を採用する事とした。

　次に、延縄式の施設について述べる。構造体の最小単位を構成するのに必要なものは、

構造物本体1基に対し浮沈装置係留装置各2基であるが、構造物本体を正三角形の各辺と

なるように配置すれぽ、浮沈係留装置は正三角形の頂点に各一組配備すれぱ良いか構造物

本体3基に対し浮沈係留各装置3基を要するのみとなって単一構成の場合よりも浮沈係留

装置の必要数が相対的に減少することになる。複数で使用することによりコスト的に利点

が得られるので、構造本体は複数で使用することを前提とする。

　一方構造体の基本構造は、両端を浮力体に連結した2本の平行な連結材であり、この2
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図2－3－52　養殖システム概念図（イタや底層延縄方式）
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本の連結材に籠（イタや貝用）を取りつけて養殖を行う場合を想定すれぽ、この2本の連

結材が極端に湾曲したり、或いは平行性を失って交叉したりする事は本来の目的に対し、

その機能を果たし得ない事になる。従って構造本体はその形状姿勢を保持し得る特性を必

要としそのために或る程度の剛性が要求される。また本構造体は外洋に設置し荒天時の外

洋における波浪の破壊力は海面下でも極めて大きく、その衝撃力を適度に緩和し破損を防

止するためには柔軟な構造が必要である。この様な剛性と柔軟性と云う相反する特性を併

せ持つ構造が重要な部分を占めている。

　構造体を設置した時の当初の姿勢もしくは形状を保持し得るものとして最も単純な構造

は、例えばロープ1本に張力を与之る：方法である。本構造は単一構成の場合においては両

端の係留装置により張力を与えることが可能であるが、複数構成の場合必ずしも張力を与

えることが可能とはいえない。更に浮沈操作によって構造体が海面に浮憎している状態で

は水深により係留ロープの角度が変化し張力を与えることは困難である。したがって構造

体はその姿勢形状を保持するために外部から与えられる張力に依存することなくみずから

の持つ直線保持能力を必要とする。この能力は単にロープだけでは得られないので他の構

造を採用せざるを得ない。その1つとして鋼管を組み合せたパイプフレーム構造が考えら

れるが柔軟性に欠けるので不適当である。これらを解決するため、主ロープの周囲に多数

のFRP性Pッドを同心円上に等間隔で配置し主ロープとFRPロッドの間に適当な間隙

を置くことによりロープとFRPロッドの長手方向の多少の変位を許容し得る複合部材で、

ロープを引張力、F、RPロッドを圧剛力にそれぞれ分散支持させる方式を採用する事とす

る。FRPロッドはその優れた弾力により外力を受ければ変形し直ちに復元する能力をも

つので、延縄構造に最適である。この複合部材を中央下部に水平に配し肋骨状の鋼管製フ

レームを介して上部左右の水平ロープと接合することにより1つの立体的構造が得られる。

この構造体より養殖カゴ等を吊りさげが可能となる（図2－3－52参照）。

　　の動揺制御式養殖施設

　この方式の概要及び鼠的はイタや貝の養殖にあたって、養殖籠の動揺を出来る丈少くす

ることを眼冒にし、水面浮子の波浪による動揺が養殖籠に伝わらないように施設を設計す

る。現在の施設はホタテ貝の養殖施設と同じように下図の如く、水面浮子の動揺がひびか

ないように考えられている。
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図2－3－53イタや貝養殖施設

　これに対してここで提案するシステムは次の特徴をもつものとする。

④水面浮子は垂直方向に長い形か、適当な大きさの浮を垂直方向に連結し、吃水面積を小

　さくして波浪の影響を避ける。

◎中間浮子は小型のものを数多く取付け浮力ノミランスを浮き勝手にする。

㊦養殖籠には底面又は下部に動揺制御板をとりつける。

⑤システム上許容されれば、水面浮子の係留索は海底に着底したアンカーを取付ける。
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図2－3－54　提案するシステム

　（2）幼生の保護育成システム

　水産資源の増殖を図ることは、発生を増大し、減耗を抑止することである。減耗を抑止

するには、対象種ごとに、各成長段階における減耗要因を把握し、それぞれの対処方法を

考える必要がある。水産資源の再生産は一般に高い自然減耗を経て行なわれ、そのわずか

な生き残った個体の補給あるいは添加によって資源は維持され存続している。従って、対

象海域に人工的手段を加えることによって、自然減耗の高い再生産初期の過程を保護育成

し、減耗を低減させることは資源の増殖を図るうえで重要な要素である。特に、種苗生産

が技術的にも、また経費的な面でも困難な対象種については残された唯一の増殖法となる。

　こうしたことからここでは、主として浮遊卵～幼稚仔段階における保護育成に寄与する

と考えられる、D浮遊幼生の沈下促進システム、の流れ藻による浮遊幼生の保護育成シス

テム、iil）底棲小生物の保護及び拡散防止システム、　iv）ズワイガニの保護システム、　V）ナー

サリーバージ及びフローティングステーション等の提案についてまとめた。

　　D　浮遊幼生の沈下促進システム

　海底で産みだされた貝類の卵はそのまま流れにより拡散・集積されるプランクトン生活

に入る。やがて、沈降して基質に付着し、そして稚員に成長して海底に沈着する。この様

な貝類の各成長段階における減耗要因と対処方法を考えると、大まかには表2－3－33
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の様である。つまり、貝類の滅耗を抑止するには浮遊卵や浮遊幼生を集積し、その対象種

に適した付着基質への付着及び底質への沈着を促進するとともに、十分な餌料を供給でき

るように環境を整備することが必要である。浮遊卵や浮遊幼生の集積を図る方法としては、

中村が提案しているように、離岸堤と潜堤を組合せた構造物（以下消波循環流工と呼ぶ）

を沿岸に平行して設置し、波に起因する循環流を利綱する方法がある。

表2－3－33　員類の滅耗要因と対処方法

成　長　段　階 減　耗’要　霞 対　　　処　　　方　　　法

卵～浮遊幼生 拡散、餌料不足
渦流による集積
@　　　　（幼生とプランクトン）

付着画餅（付着 基質の不適、不足 基質の投入（適したものの投入）

海底に沈着 海鷹条件の不適

成　　　　　貝 餌　料　不　足

外敵駆除（ヒトデ、ツメタガイ）
w適な底質の選定

Q流による餌料の集積
@　（プランクトン、デトライタス）

　消波循環流工の原理を図2－3－55によって説明すると次の通りである。即ち、波が

砕波しなし（沖合に消波循環流工を設置すると、波は潜堤上で破波して流れに変る。これに

伴って、潜堤背後の水位が上昇し、この水は構造物間の水深の深い部分を通って沖合に出

る。潜堤沖側では越流するため水位が下るので、沖側に出た水はこの部分に流れる。この

結果、構造物の沖側と岸側を結ぶ循環流域が形成される。この消波循環流工は、昭和52

年から昭和55年度にかけて、岩手県田老町でエゾアワビを対象とした大規模増殖場造成

事業において、発生卵の拡散抑止を図ることとして実施されている。この消波循環流工に

関して、杜多の実験と現地観測による研究があり、循環流の発生と発生卵の拡散防止効果

が確認されている。その結果、事業前には極浅海域にワカメが生えるだけの磯焼け地帯が

コン：ブの豊富な魚場になっている。この様なことから、消波循環流を設置することにより、

　　①消波循環流工の内側で発生した浮遊卵及び浮遊幼生の拡散抑止を図る。

　　②潮汐流や沿岸流にのって流れてくる浮遊卵及び浮遊幼生を消波循環流工内に集積し、

　　沈下させる。

　　③潮汐流や沿岸流にのって流れてくるプランクトン類、デトリタス類及び栄養塩類等

　　を消波循環流工内に集積し、餌料の供給をはかる。

等の効果が期待できる。

　消波循環流工を設置するには、対象種の浮遊卵から成貝にいたる各成長毅階に適した環

境条件（水温、塩分、流れ、波浪、付着基質、底質、餌料等）を整備できるように、場所、

規模、設備の選定をすることが肝要である。
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　　波向

　　　ノ，氏騰の跳躍　海岸

　　　　　　　　図2－3－55　消波循環流工

（出典：中村充（1979）　海水の流動制御技術「水産土木工学」工業時事通信社）

　山陰地方沿岸部の底質は、境港から長尾鼻の砂浜域はイタヤガイ、コタマガイ、ナマコ

等に、また日御門から島根半島の岩礁域はアワビ、サザエ等に適している。そこで、砂浜

区域に消波循環流工を適肥して、イタヤガイの増殖を図ることを検討すると以下の様にな

る。

　まず、この海域におけるイタヤガイの生態についてみると、産卵期は12，月から6月に

及び、盛期は2～5月、水温9～17℃の時期となっている。ふ化後4～5週間の浮遊生

活を経て足糸で付着し、着即するものとみられている。鳥取県沿岸では泊から天神川沖に

かけて、島根県沿岸では島根半島域に存在することが確かめられ、その出現時期は3～5

月に及んでいる。また、底質環境は、粒径0．5槻以上の全底質に占める割合が60～80％

で、有機物量0。7％以上の底質域に分布がみられ、中砂～細砂域の泥分が少ない環境を好

むことが知られている。また、鳥取県沿岸では、着底後の稚貝ほど細砂域での分布が目立

っている。

　鳥取県の泊から天神川沖区：域の底質は、水深40剛までは細砂～中砂となっており、イ

タヤガイの分布も多く、イタヤガイの生息に適していると考えられる。また、その沖合は、

イタヤガイ浮遊幼生が多く分布している区域である。そこで、泊から天神川沖合の水深15

～20御の区域に消波循環流工を設置して渦流域を発生させ、浮遊卵や浮遊幼生の集積を

図る。さらに、波浪の静穏な堤内側渦流域内に付着基質を設置することにより、浮遊幼生

等の堤内残留を容易にする。一担付着基質に付着したイタヤガイ幼生は稚貝に成長し、海

底に沈着することになる。この様なシステムの概念図を示すと図2－3一一56の様になり、

イタヤガイの初期減耗を抑止し、増殖に寄与できるものと考えられる。また、消波循環流

工の配置、詳細断面は事業規模、波浪条件等によって検討されるものである。
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図2－3－56　浮遊幼生の沈下促進システム概念図
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　なお、消波循環流工は、対象種に適合する底質及び水質環境において、適切な付着基質

や保護育成礁と組合せることにより、他の魚介類にも適用をひろげることができる。

　　の流れ藻による浮遊幼生の保護育成システム

　流れ藻に産卵する魚類や幼生時期に流れ藻に依存した生活を送る魚類等は多い。山陰沿

岸海域ではサヨリ、トビウオ等がこれを産卵場とし．主としてホンダワラ類にてんらく卵

を産みつけること、また流れ藻に依存性の強いメバル、クロソイ等の磯魚の場として知ら

れている。そこで、大量に培養された流れ藻に上記の種苗を添加し、これを外海に放流す

ることにより、種苗の初期減耗を抑止して、日本海における漁業資源の増殖を図る方法が

考えられる。

　対島暖流下の海洋島である隠岐島は、①急深な海底地形のため、ホンダワラ類を集約的

に培養するために必要な栄養塩類を比較的容易に深層（100柳程度）より供給すること

ができる。②島前湾は入りくんだ地形のため、流れ藻の培養池として好適である。③生産

した流れ藻を容易に対島暖流にのせることが可能である。④同前は島根県栽培漁業センタ

ーがあり、流れ藻に添加する種苗を生産する上での技術的条件が整っている、などの特徴

があり、流れ藻生産基地としての立地条件に回れている。流れ藻生産基地のシステムは図

2－3－57に示すとおりである。OTECや風力エネルギーにより、隠岐島周辺の深層

（・一100初程度）から、栄養塩類の豊富な水塊をくみ上げ、ホンダワラの培養を行う。

OTEC
風力エネルギー

立論タつ

｝

栄養塩の供給

ホンダワラ類の培養

卵・稚仔の添加

放　　　　　　　流

モ　ニ　タ　リ　ング

図2－3－57　流れ藻生産システムの肖容

　ホンダワラは藻体を切断し、基地内の囲まれた海域内で、フリーな状態で生長させる（岩

などに着生させないで自由に浮かせておく）。半年から1年間でホンダワラ類は大きく生
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長ずる。この間、ホンダワラ藻体内には多くの端脚類などの付着動物が増加することが期

待できる。長く生長したホンダワラにトビウオ、サヨリ、メバルなどの種苗を添加し、培

養区画のゲートを開け、ホンダワラ藻体を流れ藻として、外海に放流する。

　流れ藻は対馬暖流に乗り、添加した種苗を保護しながら、日本海を北上することになる。

初期滅耗をまぬがれた流れ藻依存性魚種は資源を維持しながら流れ藻を離れて生活するよ

うになり、資源増加に寄与することになろう。タマハハキモクについては藻体を切断し、

フリーの状態で培養しても主茎、側枝ともに順調に生長することが確認されている。しか

し、大量に培養するには、栄養塩濃レベル、藻体の境禅の必要性、光条件など多くの解決

課題が多い。また、種苗を効果的に流れ藻に添加する技術も今後の課題となる。

　　の底棲小生物の保護及び拡散防止システム

　底棲小生物、特に稚貝は、時化後に大量に打ち上げられるので、資源の初期減耗が大き

いと考えられる場所が数多くある。一方、離岸堤背後等、離岸堤や防波堤によって遮へい

された地域では、貝類の大量発生がある等、波浪が稚貝の初期減耗に大きく影響している

と考えられる。

　必要な簡所に離岸堤・防波堤を設置できれば良いが、他への影響等から設置が難しい場

合には、荒天の続く季節のみ簡易施設により（荒天シーズン以外は撤去しても良い）稚貝

の保護・拡散（減耗）防止を考える◎稚貝の減耗は、波浪の波高が大きい程、また稚貝の

殼長が小さい程波による水の動きにより、稚員が移動、転動ずる事により、影響されると

考えられる。保護を目的とする貝類の大きさ、荒天シーズンの波浪による動きを計算し、

貝類が移動・転動しない程度に波浪による水の動きを棚御できるバリヤを海底近くに施設

する。バリヤは、板状のものも良いが、施設そのものの破壊・損傷を防ぐ為には、かなり

の海水が移動できる網霞状のものでも十分である（水の動きを止めるのでなく、臨界速度

以下に低下させればすむから）。網目の大きさ、網を構成する部材の太さについては計算

により算出する。

　このシステムの一例を示すと図2－3－58の様になる・1枚の網を数1◎瀟程度のユニ

ットとし、海底に一方向に数多く設置することにより初期の効果をあげ得る。網部は柔軟

な合成繊維等の網を使用し、図2－3一一58の如く作用させる。入射流速が増加すれば、

　　　　　　　　　　　フロート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の流れ
　　　　　　　　　　　　　網部　　　　　く一一
　　　　　　　水の流れ　／　　　←一一

　　　　　　　　←　　　　　　　　　・一
　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　アンカー

海底

図2－3－58　底棲i小生物保護バリヤ
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網部の抗力が増すので、網部の傾きは大きくなり、見かけ方向の網部の開口率が減り、更

に流速制御効果が生ずる利点がある。

　　iv）ズワイガニの保護システム

　山陰沖に於て、漁業上、魚価が高いという面から、真に有驚な種類はズワイガニ（松葉

ガニ）、エビ等である。ズワイガニは深浅移動を行なうカニとして知られており、山陰地

方では主として機船底曳網漁業で漁獲されている。ライフサイクルの長い故に、資源の減

少（漁獲量の減少）が目立ってきている。底曳網漁業では、稚ガニ、雌ガニの混獲は避け

られず、また混獲された稚ガエ、雌ガニは網中で死亡するケースが多く、再放流に適さな

い。

　現在では雌ガニの禁漁期を設けて対処しているが、禁漁区を設け、地域をバリヤで囲い

（沖方向のみを開放し）再生産に役立てる方法も考えられる。本来なら、禁漁エリアを設

け、告示すればすむことであるが、深い海底の事であり、バリヤで囲う方が良いと思われ

る。バリヤについては、並型魚礁を並べる事も可であるが、一定期間後は撤去する必要性

を考えると、可搬式の物が良いと考えられる。

　カニがかからぬ様に縮結をとった細目の網を以って一定区域（例えば、100窺×100窺）

を囲い、上方に保留索でブイを上げて区域を示す方式で力二の保育場とする。

位置衰示用ブイ

ブイ

＼

バリヤ

∠

図2－3－59　ズワイガニ保育場
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　　V）ナーサリーバージ及びフローティングステーション

　ナーサリーバージは、陸上での種苗飼育規模の限界を補うもので、天然の水流や飼料の

利矯を図った海面育苗施設である。このバージは本体（L罵24．5勉、B茸8．3御、　Dz

4．2初）と小割イケス（L篇5．0獅、B漏5．◎卿、　D鑑2．5御、3ユェット）で構成され、

船底に設けられたフラップの開嗣によって船内イケス部に流入する海水量や流速を自由に

調節できるように設計されている。このバージを比較的海・気象の穏やかな湾内に設蹟し

て、マダイの稚魚などの育成を行うと良い。また、育成された種苗を施設ごと放流海域等

に移送できるといった利点がある。

　フローティングステーションは、親魚の飼育、生態観察、病魚の治療等を行うために、

育成用のイケスおよび研究室を設けた鋼製の双胴を有する非自航船であるQステーション

は本体（L＝15．5犠、B罵1’0．0糀、　D＝3．5溜）と育成用イケス（L＝3．0窺、　B＝

3．0柳、1）茸3．0塑、4ユ備ット）で構成される。

　育成爾のイケスは双胴フロート間の海中に吊り下げられ、フロート下部には観察窓を取

付けた円筒型の観察塞を各舷2個設けてある。イケスの土下および船尾甲板上への移動の

ため、甲板上にガントリークレーンが一基装備されている。

　（3）通過資源（一時）滞留システム

　　　〔圏遊i魚（一時）滞留システム／回遊魚漁場造成システム〕

　前出の設定モデル海域の海況模式図、海底地形図に示されているように設定モデル海域

は対馬暖流の第1分枝が北東：方向に進行する前面に、浅い隠岐海狭（最高水深80彿）、隠

岐島、隠岐海嶺が塀列し、これによって成起される種々の海洋現象が漁場形成と結びつい

て生産性の高い漁場を出現させている。対馬暖流の通過により、この暖流に沿って移動す

る回遊性魚類が来遊iする。この魚群の通過を一時的に滞留さぜ効率的な魚獲をはかること

は、魚獲高の向上に資すことができる。

　回遊魚の一時的滞留を図る手毅としては浮魚礁、高さが高い大型魚礁、浮藻場、まき餌

などの：方法が考えられる。

　　D浮魚礁

　水深の浅い海域では従来から設置されている沈設型（コンクリートブロック、鋼製魚礁）

の設置も考えられるが、このタイプの魚礁は水深が深くなるとその効果が少なくなるとい

われ、過去の浮魚礁の実証実験結果からも垂直的魚群出現は40窺以浅に出現率が高く、

50鯛以深で低いことが報告されている。また回遊性の魚類は表中層を遊泳することから、

設置モデル海域が50窺以深の場合、設置位置の自由度の高い浮構造による魚礁（浮魚礁）

の設置による魚群の滞留システムの開発が望ましい。
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　　　イ）浮魚礁の設計と構造

　浮魚礁の具備すべき性能およびそれらに影響を及ぼす構造因子を分類整理した結果を示

すと表2－3－34のようになるが、なお、次のような点も考慮しなけれぽなるまい。

　　①設置しやすいもの　／②万一流失しても他に被害を及ぼさないもの

　　③　複雑な形状であるもの　／　④　形態が自由に選べるもの

表2－3－34　浮魚礁の具備すべき性能およびそれらに影響をおよ厳す構造因子

要　求　特　性 構　　造　　因　　子 設　　　計　　　指　　　針

魚群蛸集効果

i保護礁効果）

浮魚礁の形状　　　　陰影効果

i体積・表面積）

@　　　　　　　　　渦流効果

ﾁ殊構造・構成

@　　　　　　　　　餌料効果

ﾞ料特性
@　　　　　　　　　逃避効果

浮体構造物の大きさ（空立米）

@　水平型か垂丸型か

qﾌ構造物の形状変更による効果確認

ﾔ状構造物の応用（網目の選定および異種網習

@　の組み合わせ）

ｶ物付着の容易な材料、表面形態

耐　　久　　性

使用部材の材料強度

k寶ﾊ構造物の構造体としての強

x保留方式

W留資材の材料強度

部材の材料強度試験→材料選定
@　　　　　　　　　（耐海水性）
¥造体としての強度試験

P点係留方式か複数点係留方式か

Aンカーの選定（材料、形状、：重量）

設定技術

ﾌ確立

水中安定性

浮魚礁の形状

wﾍ体の取り付け位置

wﾍ体の量（余剰浮力）

W留：方式

Aンカー特性

潮流による吹かれ度含い→水槽実験による推定
@　　　　　　（生物付着量を設計に入れる）

ｪ流、波浪によるネジレの有無

Aンカーの形状、アンカー固定力

　浮魚礁の基本形状（構造、構成）としては現在種々研究開発されているが、枠フレーム

体の複数個をロープ類で連結固定した構造体に浮力体、網状物人工海藻などを組合わせ陰

影部を形成させ、魚群の蝟集をはかるよう構成されている。

　また、浮魚礁はその蝟集効果の大きさと共に耐久性にすぐれることが重要であり、耐海

水性、耐候性のすぐれたグラステックス材料、合成繊維材料を主材料とし各部材および構

造体に擁性さもたせ、波浪、潮流抵抗に対しそのエネルギーを構造物の一ヵ所に集中させ

ず応力分散させ、安定した耐久性を有するよう設計されている。
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　更に、次のような点に留意して設計されることが望ましいであろう。

　　①　万一の際に他に被害を及ぼさぬため柔構造とする。

　　②　複雑な形状とするため、魚礁部本体は立体網構造とする。

　　③設定深度を維持するため、なるべく伸度の少ないロープを係留索とする。

　　④　水面に浮上・係留する事も可能だが、波浪の影響、船舶による係留索切断の可能

　　性、他漁業（イカ釣船のシーアンカー等）の漁具とのからまりを予防するためにも、

　　水中に係留する事が望ましい。

　　⑤　5～6ケの本体を数百米の間隔で魚礁群として機能させ、表層性回遊魚の滞留を

　　図る。

　　⑥　本体は水力学的見地から円筒形とし、直径1．0鋭、長さ（深さ）20犠を基準と

　　する。

　　⑦設置に際しては、甲板土にコンパクトに重ねおきが可倉旨であり、スペースもとら

　　ず、水中に投入すれば所定の長さに展開するので、設置費も安価にすむ利点がある。

　　⑧コストは標準品として1基150～200万円程度（水深により係留索の長さが

　　異なるので、価格が異なってくるため）。

　　　ロ）浮魚礁の特徴

　浮魚礁は現在開発段階ではあるが水産主要県における実用化試験の結果、蝟集効果、耐

久性の面からほぼ実用化の見通しが得られている。実馬化試験で投入された浮魚礁のタイ

プは柔構造タイプ、剛構造タイプがあり、その形状は水平型、垂直型に分類される。大き

さは直径1～107η、高さ3～20剛であり構造物本体の空中重量は0．1～2トンに及ぶ

大型浮魚礁も開発されている。中層浮魚礁、底層浮魚礁概要図の1例を図2－3－61 Oに

示す。

　浮魚礁の特徴は、

　①深い海域においても設置が可能であり、設置位置は主係留ロープの長さを調節するこ

　とによって対象魚種の遊泳層に合わせて設定できる。→対象魚種の選定が可能。

　②構造体の形状、配置、配列によっては深い場所を浅海化した状態として魚群に感知さ

　せる可能性を有する。このことにより天然礁と類似した効果が期待される→蝟集・滞留

　効果：

　③構造体、係留ロープ等に海藻、貝類、プランクトン類が付着、生長し魚群の餌料の場

　を提供できる。

　④構造体の形状、配置により渦流、湧昇流を発生させる効果が期待され、海底のプラン

　クトン類、栄養塩類を表層に浮．上させ餌料場の形成が期待される。

　⑤構造体内部に稚魚が逃避でき保護礁としての機能を有する。
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　⑥定置網へ魚群を誘導する誘導魚礁としての効果が期待できる。

　⑦魚礁本体の形状、使用材料により着生卵であるイカ類が産卵し産卵礁としての効果が

　期待できる。

　⑧設置場所、浮魚礁のタイプによっては設麗後．比較的容易に最適場所への移動が可能

　である。

　浮魚礁に対する魚群の蝟集、滞留効果は上述した効果の複含されたものである。浮魚礁

に対する魚群の蝟集範囲は魚種、設置場所の環境によって異なると考えられるが、水平方

向の集魚効：果範囲はほぼ半径3◎◎辮といわれる。

　　　ハ）対象魚種

　対象魚種としてはブリ、ヒラマサ、シイラ、アジ、サバ、イカ類などの表～中層魚種、

マダイ、イサキ、チダイなどの中～底層魚種。

　　　エ）対象漁法

　一本釣、延縄、刺網、旋網

　　　ホ）浮魚礁設置・設計条件

　設置水深：3◎～2◎0蹴、設置位置1海面下15～40犠、（40犠以深三三可、15

初回浅は船舶の航路の問題あり）、波高；翫膿x15～15脚、潮流速度：0．5～3K：n砿

（場所によっては5～6K簑。℃）として耐鴛年数10～璽5年を目標に設計している。なお

設計にあたっては現地の波浪、潮流速度、海底状況および生物環境の調査結果に基づき浮

魚礁の本体設計、係留材料設計を行ない、対象魚種の魚群行動から配置配列を決定する。

モデル海域の現況漁場図（図露一3一錦～聾）を参考にした浮魚礁の配置例を図2－3－61

に示す。

　対島暖流の南下分枝流に沿って誘導浮魚礁を設置し、隠岐畠西郷南部海域水深10◎～

150躍に中層浮魚礁群を配置する。この周辺での対象魚種はブリ、アジ、サバ、ヒラマ

サであり、対象漁法は刺網、旋網、一本釣漁法とする。一方、対島暖流の北上分枝流に沿

って中層浮魚礁群を配置し、ブリ、ヒラマサを対象とし釣漁法で漁獲する。隠岐轟および

沿岸流に沿った灘域では産卵礁、保護礁を兼ねた比較的海底からの設置位置の低い浮魚礁

（下層タイプ）群を設置し、イカ類の産卵場、アジ、タイ類の中～底層魚種を対象とし、主

として釣、刺網漁法により効率的な漁獲を行なう。

　　の　大規模浮藻場

　回遊魚の一時滞留手毅として大規模浮藻場が考えられる。これは人工湧昇流域との対応

で、栄養塩拡散帯に大型で可擁構造の網状浮体を係留し、袋層藻場を形成するもので、栄

養塩によるプランクトンの繁殖と付着藻の栽培によって、モジャコ、メバルなど流れ藻付

着魚の滞留住み場とするほか、カタクチイワシなど餌料魚の集積魚礁とする考え方である。
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構造の概要

　ゴム製の大型可擁構造を網状や格子状に連結組含せ、枠内に網地または網状プラスチッ

ク・フォームを配して、浮藻の苗床を形成し、これを海面に係留または漂流させ、天然の

流れ藻のような稚仔魚の苗場を人工的に形成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防舷材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結ブイ（鋼製浮子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高剛性ホース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　網状化軟質ウレタン発泡体

　　　　　　　　　網状ウレタン発泡体

魂焼

歩行絹手癖
枠ボー烹（高剛性ホース）

　　達結ブイ
　／防舷材

岬調

図2－3－62

　　卿調　吟
　　　　　　　　網状ウレタン発泡体

大規模浮藻場の概念図

特徴としては次の点が挙げられる。

　　　①フレキシブルな構造で波のりが良く、不要な流れや渦を抑制し、稚仔や卵の安全

　　　な住み場を形成する。

　　　②連結ブイに給餌やモニタリングなど運営、管理拠点を設け、苗場機能の集約合理

　　　化ができる。

　（4）海底・海中防護囲い

　稚魚、稚員を育成する場合、養殖はきわめて：歩留りが高いが、それに比べて放流とか栽

培漁業は明らかに歩留りが低い。ここで提案しようとする防護壁というのは、養殖と栽培

漁業の中間的なものであり、相当広い海中、あるいは海底を網その他のもので区切って、

大養殖場というより棚のある放牧場としょうとするものである。

　その機能としては

　　　①　逃散を防止する。
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　　　②　害敵の侵入を阻止し、補食による減耗を最低とする。

　　　③飼料管理を容易にする。

　　　④　風波赤潮などの影響を免れる。

　区割する材料としては網のほか、貝類に対しては鋼板、コンクリートなど各種のものが

考えられようし、形状も貝類の移動を遮断するに適したものとすることが必要である。飼

料としては、この区域内に飼料を増殖するような方法を構ずることにより得られる半天然

飼料を使うこと、あるいは人手により飼料を投入することのいずれか、あるいは併用する

ことが考えられる。餌料の海中への投入には布製同筒の如きものを使用してもよいであろ

う・　　　　ブ・　繍袋＼ブ・　ブ・
　　　　　　　　　マ　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　マ海面

＿一＿＿1＿＿＿
海中放牧場

一海爾

　　　　　　　　　　　　　　網．＿．＿．．一．＿＿＿．＿一∠

貫用放牧場

図2－3－63　海中放牧場のイメージ

3一轟　山陰沖海域モデル構想の今後の課題

　（1）餌料生産システム

　飼料生産システムでは、人工湧昇システムで様々な方式が考えられているが、殆どのシ

ステムで、大規模な海洋施設又は海洋土木工事を伴うものであり、それだけに技術上の課

題が多い。どの方式であっても耐波浪及び長期の使用に耐え得る耐蝕性の克服が共通課題

であり、その上に個々のシステムについての特有の技術課題がある。
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　　②　好適生活圏の拡大、種苗増産：。中間育成システム

　技術的には比較的実証されつつある構成である。技術的課題も一部のものを除いて多く

なく、このシステムの中で構成されているものは、極力早くフィージビリティー・スタデ

ィを実施し、システム設計一上の課題を整理して、当該海域で採用し得るか否か検討するこ

とであろう。但しこの場合でも一つの課題テーマに対し複数の手法が提起されておりシス

テム設計上の課題を加味した比較検討を行う必要がある。

　ちなみに各テーマ毎の「具体的工学的手法」別に分類し、技術上の課題をまとめると以

下のようになる。
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表2－3－35 山子午海域モデル構想の今後の課題（総括表）

システムの猛い 主饗繊成システム 具　　体　　的　工　　学　　的　　手　　法　　　　　　　　技　　　徳　　　上　　　の　　　繰　　　題 シ　ス　テ　ム　毅　四十　上　の　諜　題

OT鶏C利用方筑（陵上プラント型）

。プランクトン類への影響を考鐡したポンプ、熱交換器の構造

B霧栄口分のみを取入れ可能疫フィルターの検酎

。立地集件

@（水漂500携以上の海敏、プラント建設地、海洋

O郎の近簸が必嚢）

嵐カエネルギ一調駕方式

。風箪の謝突風性、酎壌響性、支柱形状、構造強獲

B浮体の酎風、謝波濃、簑定搬及び係蟹芳法

B駿水管の酎灘流対繁及び蹴燈物職水蟹

人工漫興

ペンチ鵡1ノー響利用方式
。湧昇讐の麗発（趣i盤：、大欝径、畏大）

B係留方法、ベンチ晶リー轡の安定性

太醗熱利粥渦就ボンブ方式 。太購熱発電システム（蕪黙郷、盤黙郷）

漉緋水利綱芳式

。灘舞水管の長距雌蘭設

B底鰹水放出管の籔…定性、強農

Bスカート膏難孫留方式、保守蟹理

⇔灘錺水の利絹可能壕発蹴概の存在

海底欝欝講造物方式

。欄造物の心隔形状設餅　　　　　　　　，・檎造物材料の3ストダウン、継工捜衛

鯛　料　増　麓 党補給システム 。灘鏑菱窯隅光鎮約システムの醐漿

渦　流　礁
。承平外力に対する安定盤

?戯ヲ投影断懸積大、付蕪生物の付溝が多い構遊の選定

フライアツシ藷を利用した人工魚礁 。爽証興験
砂泥斌の間脳と窩慶剰購

コンタ1ノート離堅甲

ボケヅトビーチ

山川山立凹凹山川i

空欄盤土塁堤
静波馨四四

ゴム甲状藩堤

岩礁帯囎発 岩礁醗掘システム
。隅緩ボンブ、コント欝一ルパルブ、嚇飼ノズル鱗の鑓髭

B爪甲爽験

大型病難イケスシステム

黎魅の沖含化 潟…沈貧イケス（浮体均含型）

浮沈践イケス（水中ウインチ型）

浮沈武謝翻延縄方武
イタや貫墾磁システム

鋤掘舗麹式墾蟻施設

浮遊幼生の沈下促選システム（酒譲徳環流工）
。環境条件の整鵬

B1覇厭、規襖、設備の選定

幼生の保謹膏戒システム
流れ藻に誰る浮遊幼生の鴨脚薄成システム

・大量培饗技術

E種薫添加技徳

。OT珍C、風力鱗による醸鰯からの鎌肇壌類の僕

八日小生物の保纒及び匹敵防止システム 。バリヤの鍍適設暫

ズワイガエの保懸システム ・「醇　上

ナーサウ｝バージ及びフ朧一ティングステーシ協ン

通過彊源一輔留システム
浮　魚　礁

。曝久性

E水中安定性

大規摸浮藻旙



第4章モニタリングシステムの検討

4一鷹　仙台湾周辺海域におけるモニタリングシステム

　4一霊一唯　全体構成

　仙台湾周辺海域に潮けるモニタリングシステムを構成するに当り、第2部第2章で検討

を試みた当該海域に細ける3つの生産システムに対応した形で提案を行う（図2－2－23

参照）。

　①内湾・入江域£松島湾、万石浦及び北部岩礁域。

　　　　　　　　　　がもう
　②沿岸砂浜域濃蒲生以南、沖合水深約一50ηまで砂。泥域○

　③沖合大陸棚域：水深一50観から一150徽付近に至る大陸棚のよく発達した砂礫域。

　ただしこれら3者は全く独立に存在するものではなく、それぞれのデータは最終的には

有機的に結合され解析・処理されるものである。

　　　i）内湾・入江域に詮けるモニタリングシステムの構成

　表2一爆一1にこの区域に細けるモニタリングシステムの構成を示した。

表2一爆一1　内湾・入江域に訟けるモニタリングシステムの構成

モニタリング方弐 調査対象（海域）等 測　　定　　項　　目 測　　　定　　　機 測定糟度等 備　　　　考

①海底設置謝測機 （万石浦湾口） 湾口の潮位 潮位自動計測装置

人工爾の効果（万石浦） 流動・流量 流速・流向計 人工羅の効果．

（万石浦湾口） ニシンの現存量　　齪 設置塑科学魚探 誤差20％密標

（松島湾他） 海藻の成長 海藻の成長度計測装置 10伽昌標

自然環境 水温・塩分等 STD及解板装置

生物盗態 アワビの行動 アワビの行動追跡装置

②可搬型計翻機 （松轟湾・万石浦） ヘドロ麩積層厚み ヘドロ堆積層測定装麗 10傭自標

岩礁域・人工礁 付着物の厚み 付藩物計測装罐 1伽自標

③小型調査船 （万石浦） 壷源現存量（謀シン他） 簡易型科学魚探．

（万石浦） 海底地形・覆砂 サイドルッキングソナー

（松島湾・万石浦） 海底地質 音波地質探登機

④陸上基地局 データ解析・処理・表示 コンピューター他 観光用も兼ねる

　この海域は10肌以浅と浅く、また狭い範囲でもあるので、海底設置された計測機は光

ケーブルまたは海上ブイから電波で基地局へ集められる。一方、測定対象としては比較的

微細なものが多く、測定精度は高いものが必要となるため動揺する船からの計測が困難と
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なることが考えられる。このような測定対象に対しては可搬型の装置によって、必要なと

きに計測する方式もとった。しかし定点だけでは観測もれが生じるので小型調査船による

観測も必要となる○

　これらのデータを集積。解析・処理を行なう陸上の基地局は立地条件も考え合わせると

海洋牧場の一般三民への理解を深めさせるため観光用基地も兼ねるものとするのが適当である。

　　の沿岸砂浜域に澄けるモニタリングシステムの構成

　表4－2－2にこの露域に訟けるモニタリングシステムの構成を示した。

表2一尋一2　浴岸砂浜域に診けるモニタリングシステムの構成

モニタリング方式 調査対象（海域）等 、測　　定　　項　　欝 測　　　定　　　機　内　　馴容　　等 備　　　考

①モニタリング
@　　　　ポスト

擬似海底 擬似海鷹の動き 養似灘底監視装置 傾斜計

付着物測定機 音波争水中カメラ

消波装置 滴波効集 波高・波方向翫

膜・潜堤 流動効果 流速・流向針

蟹瀕量 現存量の測定 闘定式科学魚探

籍然環境 水温・塊分離 STD
②　調　査　船 海底地形・入工縫造物 サイドルッキングソナー

梅底地質 地質探萱ソナー

（全域） 現存量の推定 科学魚擦

上・中・下屡潮流 潮流計 超音波機

測　位 測位機器 凱ラン・照SS等

（サンブノレ点） 水簾・堪分差 ST£1

③人工衛星
@①勘トセンシング）

（全域） 表衝水混・潮羅等 　　　”l工熱闘データ
@　　受儒システム

④陸上墓地局 データ解析・処理・褻示 コンビ晶一タ

　この海域にはかなりの広範圏にわたって人工構造物を投入する構想があるが、詳細なモ

ニタリングは何箇所かサンプルを選んで行ない、他はそのサンプルのデータから類推した

り、時々調査船によって行なえばよい○その他人工衛星からは全域の表面水温カレ目で観

測できる。

　　二二含大陸棚域に於けるモニタリングシステムの構成

　この区域のモニタリングシステムは沖合に設置される沖合センター周辺を中心に構成す

る（表2－4－3）。
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表2－4．一3　沖合大陸棚域に澄けるモニタリングシステムの構成

モニタ1粒グ方式 調査対象（海域）等 測　定　項　目 灘　　　　定　　　　機 内　　　　　容 備　　　　考

①　調　査　船 水産資源（全域） 現　存　：量 科学魚探

謡物生態 魚群の分布等 高分解能スキャニングソナー 分解能プ位

海底構造物 海底地形等 サイ塾“ルッキングソナー 曳航　式

自然環境 上・申・下層潮流 潮　流　計

水温・壊分 Sl£D

（全域） 測　　位 測位機器

水産資源 来遊魚の量・方向 水平魚探②海底固定
@モニタリングポスト

i沖含センター周辺）

自然環境 潮　　流 潮　流　計 潮流の定点観測

光ケーブル

ﾅ沖合セン

^ーと連絡水温・塩分 S孚D

．照度濃度 照度・濃度計

③人工衛星
@（リモートセンシング）

自然環境（全域） 袋虫水温・潮目 人工衛星データ受儒システム

④沖合センター内
@データ処理センター

データ解析・処理・衰示 コンビ嵩一タ他

　この海域の調査対象はほぼiDの場合と同様であるが、回遊魚等の来遊が考えられるので、

どちらかといえば調査船による測定項目が増える。また沖合センター周辺ではモニタリン

グポスト、海底固定式の計測機で周囲を詳細に調査する必要がある。これらのデータは光

ケーブル等で沖合センターに集められ解析・処理される。

　4一歪一2　複合生産システムに対応したモニタリングシステムの検討

　仙台湾周辺海域の複合生産システムの開発に伴う、構成システムの調査対象に対応した

モニタリングシステムの個別機器について検討を行う。

　　D内湾。入江域のモニタリングシステム

　　　りヘドロ堆積層の調査

　．松島湾に堆積したヘドロの堆積層を測定するために低周波音波利用の特殊音響機器を利

用する。この機器はヘドロ俊喋の前後にその海域へ船で持って行き、海底面に固定して測

定を行う。測定精度は10侃を穏標とする。な澄、固定式とした理由は、船上からの測定

では船の動揺によって測定困難と思われるからである。概略図を図2－4－1に示す。

　　　ロ）アワビの行動追跡装置

　海底に生息するアワビに：小型の音波発振器を取付けてトランスポンダ：方式により行動を

追跡するQまたこの装置には自動的にシャッターが勘りる水中カメラを取付けて論き、同
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一ノ＝き♂
幅、

　　　　　　　　
一　　　＿

低周波音波灘定器

，，、姻．，．・．・＿。、．，，．・、，．、・艶．ヘド・堆積鷲

　　　　　　　　　　　　　　海底

図2－4－1　ヘドロ堆積層測定機

時に生態の観察も行なえるようにする。この装置は海底固定式とし海上ブイから電波で陸

上の基地局へ信号を伝送したりまた陸上からの制御も行なえるようにする。

　　　面面藻の成長度計測装置

　これは、海底設置型の音響機器である。これも、測定精度としては10伽程度を目標と

するから直接海底に設置しなければならない○サンプル地点を何箇所か選んで設置し、測

定データは海上ブイから陸上周へ送られることになる○

　　　二）海藻等の付着生物の厚みの計測装置

　岩礁等に付着した海藻や微生物の厚みの測定を行なう。測定精度は1侃位が可能でニシ

ン卵の付着度合も計測できる。この装置も可搬型とし、測定希望地点に設置し計測を行う。

　この装置は図2一尋一2に示すように海底に設置された後、自動的にレール上を移動し

ながら計測を行い、そのデータは収録装置に記憶される。解析は陸上，の装置で行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　データ収録装置

　　　　移動
ﾋ　　　　　　噂　　　　　レーール

o　●o

　　　　送波器　音

@波
B，。．．、w碑．．、、融。．．焦薄、、拠、．．．，8

●　　　9

図2－4－2　付着物厚み計測装置
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　　　ホ）流向・流速計

　万石浦で造成される人工濡による流動効果を調査するため、濡に沿って海底設置式の超

音波潮流計を何箇所かに設置する。これらの測定値は光ケーブルによって陸上の1箇所に

集めて処理され、万石浦全体の流動を計測・表示する。設置箇所は湾口部に1箇所、造成

された濤に沿って中間点1箇所、最奥部1箇所とする。したがって設置の総数は（濡の数

×2÷エ）　となる。

　　　へ）ニシン現存量の計測

　万石浦へ入って来るニシンの現存：量を測定するため湾白部に資源量評価用魚探（科学魚

探または計量魚探と呼ばれているもの）を設置し、通過魚群を計量する。その他調査船（小

型のチャータ船でよい）に簡易型の科学魚探を装備し、定期的に湾内をくまなく調査しデ

ータを集める。

　　　ト）潮位自動計測装置

　湾内へ入って来るニシンと潮汐の関係を把握するために湾口部に潮位計を設置する。

　　　チ）水質。水温等自然環境に対する計測装置

　水質の科学的データの測定や水温・塩分濃度等を計測する装置診よびそれらのデータを

解析。処理する装麗である。これらは小型の調査船によるデータ収集とステーションポス

トによる定点観測とを併用する。

　　　リ）覆砂の測定

　サイドルッキングソナーを罵い海底の散乱強度を測定すれば、ヘドロ上の覆砂が測定で

きよう。すなわち、ヘドロと砂とでは音波の散乱強度に差があるため、どの位の期間、覆

砂がヘドPの上に滞留しているかが判るQ

　このほかに残されたモニタリングとしては貝類や定着性底魚の計量に関するものがある

が、これらは現在のところ音響機器での計測は難しいと考える。以上の測定機器のうち、

万石浦に潮位計、流向。流速計、水温・水質計を配置した場合の概念図を図2一屡一3に

示す。

　　の沿岸砂浜域のモニタリングシステム

　　　イ）干潟のモニタリング

　航空機による定期的な写真撮影の他、水温・塩分等のセンサを設置して、自然環境の測

定を行う。

　　　ロ）擬似海底の監視装置

　海中に設置された浮体型擬似海底の波・潮流に対する動きを調べるため、擬似海底のい

くつかに傾翁計を取り付けて於き、その変化をステーションポストを通じて電波で陸上局
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㊧　潮位計

◎＿《）流向、流速計

エ水温水質計ト

エ

　　陸塵地

エ／

　　　調査船

ヱ

し
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エ

図2－4－3　万石浦モニタリングシステムのセンサ配置：

へ伝送する。この装置は多数の擬似海底のうち、10点位を選んで取付ければ擬似海底全

体の動きがっかめると思われる。

　　　ハ）擬似海底に付着または定着する生物の監視装置

　これには①擬似海底のいくつかに水中カメラを設置して、定期的にシャッターを診うし

て付着物等を撮影することと、②先に述べた付藩生物の厚み測定装置を設置して、その定

量的な値を測定することが考えられる。

　いつれもデータの團収は定期的な潜水により行なう。

　　　→波高。波向測定装置

　新式浮消波堤の効果を調査するため、その装置の外側と内側に波高。波向測定装置を設

置する。この測定機は超音波を利用した海底固定式の装置であり、測定データは海上のブ

イを通じて陸上局へ電波伝送され、陸上のモニターで刻々の変化を把握できるようにする。

この装置は浮消波堤の沖側に1箇所、陸側に3箇所配置すると、その効果が測定できる○

　　　ホ）流速。流向測定

　海中膜利用や潜堤設置等によって生ずる流れの変化を測定するために超音波式潮流計を

用いる。潮流の測定はステーションポストに設置する固定式と調査船による移動観測とで

行なう。ステーションポストと陸上間の連絡は光ケーブルまたは無線を使用する。
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　　　へ）資源量の測定

　海底定着性生物以外の資源の測定は資源評価用魚探で行なう。これによれば水中のプラ

ンクトンやD．S．L．等の微生物の計測も可能である。この装置は調査船による移動観測

とステーションポストの定点観測とで行なう。

　　　ト）海底地形の調査機器

　浴岸域の海底調査を開発の前後にわたって継続的に行なうためサイドルッキングソナー

を使用する。調査船に装備されたこの装置は海底地形や底質を詳細に調査し、その海域の

海底が経時的にどのように変化して行ったかを把握する。その他投入された人工構造物が

砂に埋っていないか、また流出してないか等も監視できる。この装置を運用して海底地形

・地質図を作成するためには、併せて測位機器も搭載しなければならない。

　　　チ）その他の測定機

　対象海域の自然環境（水温。塩分濃度等）を測定するための機材としてSTD等をステ

ーションポストに装着させるとともに調査船にも装備して移動観測を行なう。自然環境測

定に関してはデータの収集方法と同時に解析・処理システムの開発も行なう必要がある。

その他、海表面水温の測定には人工衛星からのリモートセンシング技術も利周する。

　　の沖合大陸棚域のモニタリングシステム

　沖合域は水深が約50観～150短の海域なので前二者とは多少異ったシステムも必要

になってくる。

　この海域には沖合センター構想があるのでそれに含せたモニタリングシステムを考える○

　　　イ）資源量評価爾魚探

　沖合センターで開発されるハードウェアの目的の一つに対象生物の好適生活圏の拡大

がある。システムとして組み込れた拡大手法がどれだけの効果を持っているのか、それを

判定するためには、沖合センター周辺の資源量を定期的に把握しなければならないQそこ

で、この装置を調査船に装備し定期的に現存量の評価を行なうことを考えた。

　またステーションポストにも水平方向に向けて音波を発射する送受波器を取り付け来遊

魚群の方向や量を測定する。これは図2－4－4のように設置し、データは光ケーブルを

通じて海中の沖合センターへ送られるのでモニタリングポストは海面上へ突き出す必要は

ない。

　　　の海底地形・地質調査用機器

　沖合域は範囲が広いので調査船による海底地形・地質等の調査を綿密に行なう必要があ

る○考えられる手法は、サイドルッキングソナーと低周波音波利用の地質調査用音響機器

を使用してgrid　S群veyを行ない、海底地形・地質図を作成することがあげられる。ま

た人工魚礁やその他の人工構造物の計測も行なう。当然測位機器も同時に装備されなけれ
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芋

　謬鱗簿

翻
送受波器

モユタリングボスト

働

光ケーブル

海　麿 臨参海中センターへ

図2－4一一4　考黄向き魚探

ぱならない。

　　　ハ）魚群生態観察用高分解能スキャニングソナー

　この海域に生息裟たは来遊する魚群の生態観察のために高分解能（水平分解能1。）のス

キャニングソナーを調査船に搭載するQこれによって魚群の水平分布や遊泳：方向が把握で

きる∩

　　　二）潮流計

　超音波式潮流計によって調査船上から表中層の潮流の方位と流速をリアルタイムで測定

するQまたステーションポストにも固定式の潮流計を設置し定点での連続観測を行なう。

両者のデータを集積・処理してこの海域の潮流分布図を作成する○これによって生物生態

との因果関係や海中栄養物の流れ方向等を把握する。

　　　ホ）その他の機器

　鴻岸域の場合と同様に自然環境のモニタリング機材を調査船に搭載すると同時にステー

ションポストにも装着する○

　データの解析。処理方法等も沿岸域の場合とほぼ同様である。

沿岸砂浜域から沖合大陸棚域にかけてのセンサ配置の概念図は、例えば図2－4－5の
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ようである。

　以上モニタリングシステムについて3区域別に、また測定対象別に検討してみた。

　この他にもまだ必要な測定項目とそれに対応する機器が存在するし、現在の技術では困

難と思われるシステムもある。しかしモニタリングシステムを完成させるにはこれらの困

難な点を解決しながら現在までの技術を有効に利用し、モニタリングシステムの向上を計

らねばならないことはいうまでもない。

4－2　山陰沖海域におけるモニタリングシステム

　4－2一雪『全体構成

　「海洋牧場の管理計測シスデムに関する調査報告書」　（昭和55年度）及び「海洋牧場

の環境モニタリングシステムのモデル化に関する研究報告書」　（昭和56年度）が結論的

に述べているように、計測が特に必要な項目は環境系として水温・塩分。流向。流速、生

態系として生物資源の分布位置。密度。種類・魚体の大きさ及び飼料生物等とあげている

が、問題点としては、第1にこれら計測機器の小型化・自動化、耐久性等のハードウェ

アに関する問題、第2に必要なデータを広域かつ長時間にわたりいかにして収集するかと

いう問題、第3に収集されたデータの処理。加工。表示。利用に関するソフトウェアの整

備の問題などが残されている。

　以上のような問題点を少しでも多く解決することを目的として、山陰沖海域に診けるモ

ニタリングシステムの手段には次のようなものが考えられた。

　①各システムに設けられたモニタリングポストによる海象・気象の連続測定を行う。

　②モニタリングポストは数量的制限があるためこれを補完する意味で調査船による定期

　　的な観測を行う。

　③②と同様の意味で人工衛星による水温、水色などの広域海象情報の収集を行う。

　このうち、①を実現する手毅としては、係留ブイ、モニタリングブイ戸ボソト（図2－4

－6）及び光ファイバー・ケーブル（図2－4－7）を用いる方法などが考えられる。特

に光ファイバーケーブルには伝送容量の大きいこと、レピーター設置の間隔が長いこと等

多くの利点があり海洋情報伝送の媒体として注目を集めている。

　．したがって、当該海域に診けるモニタリング構想は以上にあげた3つの手法を柱として

展開していくものとする（表2－4－4）o

　な澄、その特色として次の3点をあげることができる◎

　①モニタリングポストによる観測体制とこれを補完する意味で調査船と人工衛星による

　　海洋情報牧集手段を設けたこと。
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②センサーとして超音波魚量計、ドプラー潮流計などリモートセンサーを主体としてい

　ること。

③対象魚種としてはイタヤガイなど底生生物が多く海底付近の映像を水中テレメータに

　より収集を図っていること。その他水温など計測データをATDL（Acoustic　Tele－

　metry　Da捻Link）により収集を図っていること。

　4－2－2　複合生産システムに対応したモニタりングシステムの検討

　山陰沖の海洋牧場は第2部第3章で示すように、餌料増加、好適生活圏の拡大、種苗増

産などを目的として各種のシステムから成っている○

　次に、これら各種システムに対応する具体的モニタリングの手法を昭和55年度及び56

年度の研究報告書を基にとりまとめを行った。表2－4－5は左欄がシステム名、三三が

システムの概要、右欄が中唐のシステムに対応するモニターの手法、測定項目信号伝送手

段、効果測定などを記載したものである。な澄、システムの配列はモニターの立場からみ

て同種と思われるものは目的と無関係に一括してまとめてある。
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表2－4－4　山陰沖海域に澄けるモニタリングシステム構想

モニタリングポストによる

　データ収集システ云

人エ衛星観測システム

係留ブイ式

　観測ステーション

海底固定式

　観測ステーション

調査船監視システム

重量計量：水平・垂直　（ソーナー）

魚礁、構造物、藻場、産卵礁等の監視

　　（水中カメラー水中通信）

水温・塩分・流目。流速

　　（サーミスタ、塩分計・ドプラーソーナー）

魚量計量：水平。垂蕩　（ソーナ）

海底漁場監視（水中TV、水中カメラ）

水温、塩分、回向・流速、波浪、内部波

　　（IES、ドプラーソーナー）

漁場監視（サイドルッキングレーダ）

水温情報

クロロフィル・プランクトンの空間分布・時間変動

　　　（リモート。センシング）

海底地形・弓場測定（精密ソーナー）

3次元三流向。流速分布測定（ドプラーソーナー）

水盤・塩分。蛍光測定（センサーチェン）

魚量計（水平・垂直）

漁場監視（海洋ロボット。位置計測）
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表2－4－5　山陰沖海域に訟ける海洋牧場構成システムとモニタリングの関係

システム名 シ ス テ　　　ム の　　概　　要 モ　　ニ　　タ　　一　　の　　手　　法

（1）ベンチ鮎リ 一式人工湧昇装置 ① 事前調査

事前に潮流、水温の四季を通じての詳細な分布図を作成し最も効

果的な場所を選定する。

ヤ“ ② モニター
水中通信

底属水 常時監視体制をとる事とし、左図に示すように管内昇流またはべ

湧昇システム

＿＿　恥 解
測定項目

@昇流（管内）・ ンチュリーのど部水圧、流速、ベンチ諏リー入口の水圧、流速を

→ → ②ペンチュリ議入口流速 各部の水温と共に測定する。
一一禰騨`　　」盤ノ

鵬
③水温
@海面、海底、ペンチュリー出口 ③ 信号伝送手段

義
④壌分 係留ブイ（通信及び警告用）とべンチュリー間は構造上有線で結

水温計
←管流流速計 舎できる場合は問題がない。そうでない場合、水中通信による

AτD♂（Acoustie　Teiemeもery　Data　Link）を構成する。
ノ髪

ブイー陸地間は無線通儒。

④ 効果測定

調査船による定期的な魚量計測と栄養塩の分析Q魚愚：計測は超音

波による反射散乱強度（Sv）を測定することによって、3次元
　’

ﾖ 風力エネルギーを利用した底麟水湧昇システム 的に魚群分布地図を作成し生物資源滞留の効果判定を行う。

図；略 ⑥ 問題点

モニターの手法は同じ考え方が適用できる。 ブイとベンチュリー聞を水中通信でリンクする場合電池寿命が問

｛♂蠣水汲上げシステム
一一 ｯ上 題となる。データは間激的とし電池の消耗を防ぐが交換の自動化、

（1ヂ

OTECを利用した底麟水湧昇システム 一同上 容易さが課題となる。



1

器

膳

底属水

　湧昇システム

　　（続き）

（乞）温排水利用通過資源滞留システム

魚鍛醗縄 電池

軌’・ o Q o

劔
水温七ンサー

響
や

蘇

正 面 翻

（3）海中人工岬、差圧流水機構

①　測定項目

　④　水温（表騒、下層）一サーミスタ等

◎　魚群量またはプランクトン量一超音波反射強度（Sv）

②　モニターの方法及び信号伝送

　　左図に示すようにプランクトン培養池内に音波を斜線で示す範囲

　　に送出し魚群及びプランクトンからの反射強度（Sv）を測定す

　　る。電池は放出管上部に格納して交換を容易にし測定データはデ

　　ジタル化して、電波により陸地まで送信する。1日1圃数分。

③効果測定

　　ベンチュリー式人工湧昇装置と同じく調査船による魚量計測によ

　　って広域にわたる効果判定を行う。

①測定項昌

④　湧昇流

　◎　水温垂直分布、塩分濃度分布（淡水拡散システムの場合）

6　栄黎塩、DO

　湧昇流を直接測定できれば問題ないが現在微流を計測できる効果的

　な自動測定センサはない。したがって左図のような構造物を設置し

　た場所とそうでない場所とで水温の垂直分布、栄養塩表面分布を測

　定して間接的に効果測定を行う。

②モニターの方法

　　構造物の直上海面に係留ブイを設麗し水温の垂直分布の自動測定

　　を行う。ただし間接データの測定であるため常時監視体制をとる

　　緊急性は少なく調査船による水温、塩分、DO、栄養塩などの定



1
器

㈲　淡水拡散システム

香@　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　’　　　　｝

・∫

ゑ・

　　期的測定でもよいかもしれない。

B問題点、課題

C　湧昇流の測定方法、栄養塩やDOの自動測定方法の確立。

@㊥　人工衛星による水温分布、水色測定の積極的導入。

（1｝浮魚礁

@　　　　　　　　　　　　寮

@　　　　　　　⑫＼
曾

懸各部名称通過資源滞留

@　　システム

　4

~ 麟 図番 名　　　　称

1 棒状支持体
謬

高r轟 2 プラスチック匿淀具

①測定領国

S　水温、塩分

浴@魚群：騒

Aモニター方法及び効果測定

@　モニターは浮魚礁iを中心どする数酉皿の範囲の魚群の蝟集状況、

@　浮魚礁に近接した領域での稚魚の生息及びイカの産卵行動等の状

@　況調登が主であり、水温等は参考データである。呉体的には左図

@　のように警告用のブイから斜線のように音波を送出し魚群からの

@　反射強慶を電波で陸上まで送る方法が考えられる。最終的な効果

@　判定としては調査船による広範囲な魚董分布地園を作成して行う

@　ことになろう。

　　　　　鐙
ﾃ　　・　　　　⑪噂　　　　　働

3 浮力体

爆 連結索

5 網状物

6 人工海藤

　⑳

@翻

ﾙ㊥

7 技係留索

8 霊係留索

9 中間浮力体

10 アンカー一
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ω 浮藻場

／歩行絹手スリ
粋ボー貞（高鰯性ホース）

@　連結ブイ

①② 測定：頃自

R魚礁と同じ水温及び魚群量である。

cjター方法及び効果測定

ｶ図参照。水申τVまたは水中カメラを網状ウレタン発泡体近傍
／防舷材

に設置し、映像を基地局に伝送することも容易である（静止．画）

調 蝋纈　　吻

@超音波送受波器

網状ウレタン発泡体

（1） 浮沈イケス

’

＼　

④　測定面面

C　水温（表層及び浮沈イケス設置点）、塩分。

翼謹義強
・一

齧|　　　　　　　　　　蕩喰1腰　　　　　齢　　　　　　　　　　　ノ’　　・　　“〆　　轟・　　　　ノ

＠　イケス内魚類の現存箪及びその行動形態。

！
，　“

一

一一
②イタヤガイ

@　　養殖施設 　　　　　　汚

@　　紐　＿

D慶繍

モニターの方法及び信号伝送手段

x告灯を兼ねた通信中継用ブイを浮沈イケスの近辺に設置し、こ

ﾌブイと浮沈イケスの上部に設置したセンサ（水温計、超音波魚

宦F計または水中TV（カメラ））は音響的にリンクする

P鳥 （AτDL）
ρ ．〆　　　　　’ 傘2

・うプ イケス内の魚量計は超音波を用いて正確に測定できるが、行動形　　　　　　　　　　「の

、

態を観測するには水中？Vを設置する必要がある。TV画像は静

　　　　ノ1

@↓．
毒 止画とし符号化して超音波で伝送する。1画面の伝送時間は60

b程度とし任意呼出し可能とする。

d池電源は3ケ月～半年間に1度、浮沈イケスが浮上した機会を

?用して交換する。
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イタヤガイ

（2） イタヤガイ底麟延縄：方式

⑦ 測定：噴自

L類の生息状況はカゴ内画に密着する関係で超音波などのリモー

g・センサは不適である。浮沈イケスの場含のTVは効果的であ

驍ｪ、モニターとしては延縄の形状監視がより重要度が高い。（、
養殖施設

（続き）

扇　　’　　〆

20

@鳳

、層

@奪i　　竃

海中購造物の観測は一般にはソーナーまたは水中「肝Vを積載した

C洋ロボットで行う。ソーナーは広い範囲を観測するのに適して

｢るが、分解能に難点がある。海洋ロボットでの観測は騒視でき

瓢

る点に強味があるが光の通達麗離は短かいG濁った海では数肌先

一　　σ
暫

i が見えない場合もある。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭
偲

ソーナーで観測するには、サイドルッキングソーナーによる方法

羅主要性能表
w「 　　　　　　　　　　　　　　　　寧塁β

ﾆ、マルチビームソーナーによる方法と2種類ある。

（B） 周　　波 数 ＄o or 露OOk鷺黙 前者は、原理上、音波反射波の強弱を表示しているもので広範囲

探知範 圏 1aoo
の測定には適するが、海申構造物の監視には不向である。後者は

探知距 離 ，蓉8磯lll霧88器（塚山）
距離的な制限はあるが、左図で示すように海中、海底の構造物の

距離分解能 1窯¢瓢

ビ　一　ム 数 6薄塗
外形を樵定できる。

角度分解能 L870 × 夏．870 （直下） 左剛は、イタヤガイ底憾延縄を調査船のマルチビームソーナで

距離精腹 8 cm（相対精慶） 監視する想像図。⑧はマルチビームソーナの性能例、（C）は同ソー

受波器素子数 §塩チャンネル ナによる海底沈船の観測例である。

次頁の〉は海洋ロボットの構成例である。

（C） なお調査船以外による常時観測方法としては囚の延縄部の要所に、

上向の1£eho　So“nδerを設置し（斜線の部分が超音波ビーム）計

測した延縄から水面までの距離を浮沈イケスと同様の方法で基地

局まで送信すれば、容易でかつ異常チェックも可能である。
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光ロータリージョイント　　　電力綱御装遣

電力線 oo㎜

光ファイバ

”・ f；
イタヤガイ

@　　養殖施設

@　　（続き）

◎　　　　　　　　　　テレビカメラ　　　　　　　　　35mmカメラ　　　　　　　　　ランプ

　　　　ケヲ弄　　光傷考

@　　　ウィンチ　電送聞道

yンヒ・
@　グカノレタ、　　　　　ンンレ

@　　　　　方位センサ、姿勢センサ　　　　　　　｛　　　　超音波＿

@　　　送波器一　　　　　　　　　ご．｝

@　　　　　　A
@　　　　　も@　　　　　｝　　　　　　　　　，●

@　　　　　　　　　三

@　　　　　　　　　ご

四二＝　μ一・一一・
＝G匪ハ・‘、L二辱

@　　一，7@　Ω

　操縦装齪

@超音波
@電波器

@　　　　光信号彦…送装酸

?〉一　　スラスタ顧’　　　　　　（4台）

@　　潜水深疲センザ｛

snセンサ

（3）沖合生籔　　　　緬ブイ 基本的には、イタヤガイ底層延縄方式または浮魚礁と同じ構成になるQ

〒
イケスフ；イ 醗下索

剽ｯ索

づケス本体
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⑫

‘（1） 渦流礁 ③　測定項隆及び効果判定

C　左図（1＞、（2）、（3）の3つのシステムは、いずれも設鷹物の背面に

塵　　　　　　」　　　一　　曇

ドップラー流速計 流れのよどみ、ないしは流速を減じせしめて、流れてくる浮遊

砂泥域利用 稚子やプランクトン、栄養塩類を滞留させることを囲的とした

幼生保護
o彫零魑P・　7　9　　F　噛 ものである。したがって測定対象は、これら構造物の設置時に

O面及び背面の流速を測定することである。常時監視する必要

（2＞

k3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨

ﾁ波循環流工

@　　　波向
煙尠c　　　　　　　、＼藻ヒ＿＿》　　　　　ノ八海鵬の燃　　海岸底棲生物の保護及び拡散防止　　　　　フq一ト　　　　　　　　　　　　　　　水の灘れ

　　は少ないので．海底設置形ドプラー流速計により（左図参照）

@　長時間計測し物埋的効果判定を行う。

浴@浮遊卵、浮遊幼生、プランクトン等

@　定期的なサンプリング法による。

網i郵

水の磯れ

←一一　　　　　　　　　　　　　　アンカー

悔底
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紛　フライアッシュを使用した入工魚礁

@　　　　　　　　　　　　　　中継ブイ

砂泥域利用

@　　人工魚礁

　　　　　　　　　　　鳥@　　　　　　　べ精，
@　　　　　　唾譲．

@　　　　　…⑤聾♂』

@　　　　　　　，，艮（妻

i4デ

o　o

ｮ：1：

@δ㍉

@▼

　　　鰻網ビーム　　　’水中通信
@　　　　　　　　　　　　　　（水中テレメータ）

@　　　　　　　　　　　　　　駆水。。V廊下囎　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．

@　　　　　　　　　　難誰　　　　　　　　　　　謙：　　　　　　　　　　　，ρズワイガニ保育システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　位醗赫用ブイ

①測定項目

C　魚礁周辺の魚群量一一一魚量計（計量用魚探）

@＠　魚礁内映：像一一一水中TV

@　　水温、その他

A　モニター方法及び信号伝送手段

@　基本的な考え方は浮沈イケスの場合と同じである。すなわち、人

@　工魚礁近辺に蝟集する魚群の監視、計量には中継ブイによる魚量

@　計で測定し、魚礁内の魚群の監視には水中TV又は簡易魚量計を

@　もって測定し、音響水中テレメータでもって中継ブイまで伝送す

@　る。集められたデータは中継ブイより基地局へ送られる。

@　ズワイガニ保育システムに関してもモニター方式としては同じ構

@　成となり左図位置表示用ブイの一つが中継ブイの役目をはたすこ

@　とになる。

ブイ

＼パサヤ∠
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会　シンポジウム資料一2　紹湘57卑3月．

4－3　モニタリングシステムの展開と共通技術について

　4－3－1　モニタリングの役割

　各海域に展開するモニタリングシステムの内容は、前項に述べたと診如であるが、ここ

で海洋牧場の管理、運営の観点からモニタリングシステムを整理してみることとする。こ

れは、それぞれの海域や海洋牧場として展開される構造物、対象生物等によってシステム

の仕様が多少変わりこそすれ、基本的には自然環境と生物生態の把握ということになるた

め、技術的には共通なものが多いからである。

　海洋牧場システムは、現状では研究開発的要素が多く、展開当初は事業としての成果を

得ることは困難と思われるが、システムを運営していくうえでは人材、設備、経費等を最

大限にいかさなければならない。したがってモニタリングも、システムに関する多様な情

報を収集し、管理。判断に役立つように処理加工して必要な部署に提供する役割を担って

いる。すなわち、自然環境や生物情報の他に漁獲情報や機器稼動情報、あるいは経済や流

通情報やシステム経営。経理情報にいたるまでが取り扱う対象となり得る。

　しかしながら、システムが実用的段階に至るまでは、多くの経験蓄積や改善等が必要と

考えられるため、当初は自然環境と生物生態を主たる対象とし、さらに前章でのべた種々

のシステムの稼動や運用の効果についても確認することを考慮した構成とすべきであろう。

　4－3－2　システムの構成と管理の概念

　モニタリングシステムは、基本的には情報を収集する拠点（観測点：　調査船、潜水艇

や潜水夫、航空機等の移動拠点、及び衛星等のリモートセンシング拠点を含む）と、これ

等によって収集したデータを集めるための通信路、集めたデータを必要な様式に処理加工

する拠点、ならびにこれ等を分配徹底するための分配システム等で構成される○

一241一



　これ等のうち、データの処理加工の拠点は前述したごとく、海洋牧場システム全体の管

理運営を行う中枢としての機能でもあり、その規模の大小は別として、システムのセンタ

ーとして位置づけられるべきものである。ここではデータの処理加工のみならず、管理へ

のフィードバックやデータ分配、あるいはシステムを広く理解してもらうためのPR、事

務計算の機械化等、容易にできるものは当初から考えて澄くものとする。

　図2－4－8にシステムの管理概念を示す。

自然環境

　悟報

生物情報

システム

ハー hウエア
運用・

／

解析アルゴリズ

ムの節発

憐報収集

（効果評価）．

品質

評価

／

ユーザ
（漁三者）

情報処理
演算加工

　　　　　　　／
簸垂1／ 経営。管理

合理化・省力化
企薩・運絹
PR。その他

分翫
研究

’機関

欄連
　機関

入材

資金

物資その他

図2－4－8　海洋牧場システムの管理の概念

　4－3－3　サブシステムの構成

　モニタリングシステムは技術分野別に、あるいは構成するハードウェアの物理的単位で

サブシステムを構成している。

　それぞれは高度な専門技術の集合体であ鉱システム全体としては雫ンターという一元

的管理機構で合体されることになる。また、システム全体の規模によって、それぞれのサ

ブシステムをどのように組み舎せて展開を図るかということは、仙台湾や山陰沖のみなら

ず、あらゆる海域に診いて検討しなければならない不可欠条件の一つとなる。

　各サブシステムの技術的内容については、前年度までの報告書で述べてきたと涛りであ

るが、以下に最近の技術状況を背景として整理した概要を記す○

D　音波・超音波応用技術

水中の計測や通信に応用できる最も有力な技術であり、種々の制約や限界、欠点等があ
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るにしても、これに代り得る技術は未だ開発されていない。主な応用は次のと澄りである。

　　イ）魚群探知・資源推定

　　　　垂直魚群探知機、スキヤンニングソナー、サイドルソキングソナー、資源量評価

　　　　用魚探（科学魚探、又は計量魚探と呼ばれている）等

　　ロ）底質、堆積層測定

　　　　音波地質調査ソナー

　　ハ）センサとしての応用

　　　　超音波回向。流速計、ドッブラープロファイラー、波高計等

　　二）その他

　　　　水中通信回線としての応周（バイオテレメトリー）、付着生物の厚み等の微小変

　　　　化の測定、水中リモートセンシング（音響トモグラフィー）等

　il）衛星によるリモートセンシング

　NOAA衛星等に搭：載されている赤外域放射センサによる海面放射温度の測定値を受信

するもので、NOAA衛星の場合はHRPT（高分解能画像）信号とAPT（アナログ画

像）信号と2つの信暑が受信できる。しかしH：RPTは受信設備が大規模となるため、現

在国内でも気象庁に設置されているのみであるが、　（社）漁業情報サービスセンターがこ

のデータを処理し、漁船向けにファクシミリ信号として無線放送しているので、これが利

用できる○また、APTは直接衛星からの信号を受信し、画像データに変換する装置が既

にかなり使われて輸り、海洋牧場システムのセンターにこれを設置することは容易である。

日本でも61年度に打圭げが予定されているMOS（海洋観測衛星）が利用できようQ

　iiDブイ等による定遣観測

　けい留ブイや、海底設置型の長期間無保守運用が可能な観測ステーションであり、最近

ではエレクトロニクス技術の開発が進んだことによって、電子回路の高機能化、省電力化、

小型化等が進み、電源も太陽電池等を利用した無保守化が実現されつつある。

　しかしながら、センサについてはエレクトロニクス技術のみでは解線できない問題があ

り、依然として寿命や保守性、信頼性等で不満が残っている現状であり、システムとして

のコスト上昇につながっている。したがって、当面は温度センサのごとく、比較的安定な

ものに限定し、太陽電池使用の小型で取り扱いが容易で、しかもコストも安い海面浮上ブ

イ等を多点にけい回した構成とすれば、経済的で信頼性の高いものとなる。センサは海中

の垂直方向に複数個配列することにより、衛星では不可能な海中の構造情報がリアルタイ

ムでモニタリングできるようにする。そのためにUHF波等を使用する無線テレメータを

導入するか、あるいは水中ケーブルによる通信園線を確保する必要がある。

　iv）調査船
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　自動計測の不可能な調査・観測は、調査船を利用する。調査船としては専用につくられ

た本格的なものから、漁船等に：計測機器を搭載した小規模なものまでいろいろと考えられ

るが、最大のメリットは目的に応じていろいろと機能が選択でき、精度の高い結果を得る

ことができることである。しかしながら、その一方では天候等の制約があって、広域にわ

たる測定を同時にやるためには多くの船が必要で、コストも高くなる等の問題もある。

　搭載する計測機器としては、種々のセンサや標本を採集するサンプラー等の他に、前述

の音響応用機器も有効に活用できる。また、これ等を複数使用した総合的調査は調査船が

唯一の手段であり、貴箪なデータを得ることができる。したがって、海洋牧場システムで

は無人の観測ステーションと調査船を組み含せたものに衛星情報受信装置を加えた複合シ

ステムとすることが望ましい。

　v）通信路

　リアルタイムにデータを収集する場合は、データの通信を行うための通信路（圓線）が

必要であるQこれには無線と有線が考えられ、有線の場合は水中のデータ伝送が可能であ

るが、ケーブルのコストや切断等の危険性が高く、寿命の問題もあるので、ブイ等海面構

造が確保できるものは無線を使用する。本報告でのべた仙台湾や山陰沖はいずれもUHF、

またはVHF波を使用した無線テレメータの導入により、広域に配置された観測ステーシ

ョンのデータをリアルタイムに収集するシステムを基本として考えるべきであり、一部水

中のステーションには光ファイバーによる海中ケーブルも検討することが望ましい。

　陸上では無線のほかに、日本電信電話公社の有線網を利用した各種の通信が容易にでき

る。

　4－3－4　モニタリングに関するセンターの機能

　センターの機能のうち、最：も基本的なものはモニタリングに関するものであり、これが

ある程度満足された時点に澄いては、それぞれの事象の相関等を知ることによってシステ

ム運用上の各管理項目についてのプライオリティーを設定することが可能となり、さらに

解析が進めば予測や予報も可能となってゆく。しかし、これ等の作業は専門知識を要する

技術開発であり、センターがその推進役となる。すなわち、センターは単に情報を集める

だけでなく、これ等を真に役立つものに処理加工してゆくこと、また、その手法を開発す

る、ことが重要であり、手法開発の殆どは、システムが稼動し、データが集まり始めてから

開始されることになることをよく理解して澄かなければならないQしたがって、センター

が異備すべき機能としては、データを収集したり計算等を行ったりする各種設備のみなら

ず、これ等を駆使しながら種々のソフトウェアや管理技術を開発してゆく専門家人材を含

む体制が不可欠である。
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　システムのセンターとしては、上述のサイエンテフィックな分野のみならず、生産（漁

獲）や出荷、流通等についての中枢的機能も必要であるが、これ等は既に個々に確立され

て澄り、システムを展開する地域の体制との融合をはかることで解決できよう。

　4－3－5　センターの構成

　仙台湾と山陰沖では、システムの構成や機能が異るため、センターの仕様も当然異った

ものが必要となる。しかし、モニタリングを中心として、共通的なものもかなり含まれて

いるため、これ等を中心としたセンターの構成について検討してみる。

　まず、モニタリングを行うために各種観測拠点からの情報を収集したり、拠点の遠隔制

御を行うテレメータ／テレコントロール、魚探からのデータを受信し、画像データに変換

する受信装置、衛星からのりモこトセンシングデータを受信し、これに補正等の処理を加

えて画像データとする衛星情報受信装置等が配備されるQこれ等には無線、あるいは光フ

ァイバー等の通信路が付加されている○

　次に、データの整理やファイリング、統計計算処理等を行う演算処理システムがあり、

これには種々の入出力（1／0）装置が含玄れ、マン／マシンインターフェイスを形成し

ている。この演算処理システムは大量のデータを駆使した複雑な予測計算等をする場合は、

かなり大規模のものが必要となるが、当初はデータの蓄積が主な仕事となるため、中規模

以下のもので間に合う。最近、マイクロコンピュータの開発・普及が急ピンチで進んで澄

り、高機能化と低コスト化が同時に実現されているQ本システムでも、機能的にはこれ等

のコンビュタで十分であり、市販されている量産型のパーソナルコンピュータで構成すれ

ば、コストも安く、取り扱いも容易で、手軽に柔軟な活用をはかることができる○

　パーソナルコンピュータによるシステム構成を図2－4－9に示す。

　ファイルのメディアとしては、最：も一般に多用されているフロッピー型磁気ディスクが

適当で、中でも汎用性の高い8インチIBM型ディスクが良い。データ内容等のモニタは

カラーCRTディスプレーを用い、グラフィック図形等を表示させるq市販のTV受像機

もセンター内外の広報・PR等に利用する。

　データは通信路を介してのオンラインデータの他に、キーボードによって人為入力や、

フロッピーディスク等を介しての他システムからのファイルコピー等ができるものとし、

計算機システムがリアルタイムデータを処理している間以外は汎用計算機として事務計算

等に役立てることもできるようにする○

　システムから出力される情報は、当面は客観情報であり、それぞれのユーザが自分の立

場でそれを利用することになるため、より見やすく、わかりやすくグラフや図形化したも

のを提供するようにする。また将来はCATV、　LAN等を利用することも考えられるが
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これ等は単に海洋牧場システムのみならず、展開する地域に澄ける総合情報網の高度化と

して考えた方が経済的に有利となり、又栢乗効果によるシステムの有効性向上にもつなが

ってゆくことになろう。そのためには地域の他の関連機関、放送。報道機関、あるいは首

都圏を含む他地域の関係との情報交換も考えて澄くべきである。

衛星情報

　受信装置

テレメータリング

’魚探受信装置

一J　　FAX　　　　I

CPU

キー・ボーード

　KB

フロッピL“ディスク

FD　．　FD

（パーソナル

　コンピュータ本体）

r一一一㎜．一幽
　　　　　　『1
　　　　　　奪
」　め．囎繭齢剛一脚嘲　一幣＿」．

ρ一轍顯一 u1タブレットトー＿＿
L＿＿．＿＿」

描画入力

○ ○ （プアイリング）

CRIr

CR「r

CR？

ブリ著タ

グラフィック

7イスフレ』一

作表印字

XY
プロッタ

図形出力

図2－4－9　センターの構成（例）

　4－3－6　計算機システムの仕様

図2－4－9に示した構成機器の概略の仕様を以下に示す。

①　計算機

○プロセッサ　　　　　16ビット・マイクロプロセッサ

。主記憶容量　　　　　ROM　8KB，RAM　256KB以上

。グラフィック用RAM　　384KB以上（カラー3画面表示以上）

　②ファイル用フロッピーディスク

○使用ディスク　　　　8インチIBM型

。記憶方式　　　　　　両面倍密度

。記憶容量　　　　　 IMB／ドライブ
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Qドライブ構成　　　　2台

　③CRTディスプレイ

Q表示色　　　　　　　8色

。画面サイズ　　　　12インチ以上

○表示種　　　　　　　英数字、カナ及びJIS第エ水準漢字以上

○グラフィック　　　　640×480ドット、スクロール式、同時8色表示及び大画面

　　　　　　　　　　　表示モード付

　④　キーボード

○キー数　　　　　　　　 103　（Jls蓉己ダlj）以上

○キー種類　　　　　　英数字、カナ、記号、テンキー、ファンクション及びコントロー

　　　　　　　　　　　ルキー等

　⑤　プリンタ

・速度　　　　　　　　　40漢字／秒以上

・文字構成　　　　　　22×22ドット

・方式　　　　　　　　　ドットインパクト方式

○印字数　　　　　　　漢字90字／行以上

・用紙　　　　　　　　最大16インチ

。コピー　　　　　　　最大5枚

　⑥　XYプロッタ

・用紙　　　　　　　　　A3判以上（連続用紙も使用可能）

・使用ペン　　　　　　多種類のペンが使用可能

Q鐵力　　　　　　　数字、文字、図形その他

　⑦他のハードウェア仕様

。インターフェイス　　衛星情報受信装置、テレメータ等との接続インターフェイスを装

　　　　　　　　　　　備

・拡長性　　　　　　　描画タブレット等の増設や高次の計算機システムへの接続等が容

　　　　　　　　　　　易なこと

　⑧ソフトウェア（プログラム）仕様

。どフトウェアは汎用の事務処理用日本語BASICによるパソケージやOS（オペレー

　ティングシステム）が駆使できるものとする。

o但し、これ等はあく玄で初期段階に澄けるシステム運用のためのソフトウェアであり、

本来はシステムを稼動させながら創り出してゆくべきものである。
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4－4　モニタリングシステムの課題

　4－4一肇　技術的課題

　システムを展開するうえでの技術的課題は、まず第1に、生物の動態を容易に把握でき

る手法を開発することであろう。技術的には水中ロボットによる観察や、音波／超音波の

発信器やトランスポンダ等による追跡調査が行えるが、なにしろ陸域より広大で、しかも

容易に移動させることができないために、満足できるデータを得ようとすると莫大なコス

トが費やされてしまうことが問題である。し力母・通信や可視光等の応用の難しい分野でも

あり、改善はできても革新的進展は当分むずかしいといえる。

　次に、自然環境の掘握にしても、陸上と比較するとコスト高となることである。すなわ

ち、センサや計測機器は陸上で実用となるものでも、海中や海上で使用する場合は諸々の

環境適合対策を講じなければならず、しかも初期状態を維持することは容易でないし、保

守には船舶の使用が必要であるQ現状では海水と直接ふれるセンサに最も苛酷な負荷が課

せられるため、このセンサの信頼度をいかに上げられるかが大きな課題となっている。

　さらに、自然環境が把握でき、生物の分布がわかったとしても、次に、それ等がどのよ

うに関わり合っているのかを詳細に知ることと、環境や生物がどう変化するのかを予測す

ることが必要となってくる。すなわち、将来の予測ができるようになることがモニタリン

グの最終的課題であることは論を待たない。しかし、この課題を達成するためには前述し

た生物状況を安価に知る手法の開発、センシング技術の開発といったハードウェア開発の

他に、衛星からの水面温度情報をもとに内部波等の海洋現象を知るといった情報処理。解

析技術、データの推移によって環境変化等を予測する予測技術等がバランスよく開発され、

実用化のレベルに達した時に高度なモニタリングの機能が発揮できることになる。すなわ

ち、個々の技術を統含し、付加価値を高めるためのシステム工学によるアブ・一チが不可

欠ということになる○ハードウェアの開発のみではモニタリングシステムとしては人間の

5感を補う程度の機能に留まることになろうQ

　昨今、陸上や宇宙に診いては、エレクトロニクスを中核とした通信や情報処理技術が急

速に発展し、あらゆる分野で応用。普及が進んでいるが、こと海洋に関しては、いろいろ

な制約があって、なかなか応用が難しい○しかしながら、魚探やポジショニング、無線通

信網や、それを利用した情報サービス等については応用普及が進められて凄り、漁獲の効

率向上には役立っているし、技術改善も続けられている。したがって、今後は海洋牧場シ

ステムのごとき生産関連システムの展開に必要な技術開発全般に目を向け、特に生物状況

と環境の把握と、予測技術の開発に重点的に取り組むべきであることを強調して澄きたレ・。
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4一轟一2　課題解決へのアブ鳥一チ

　モニタリングシステムに関しては、陸上に比べると、技術の進展が遅かったとはいえ、

その歴史は長く、現状の技術でもシステムの規模に応じてかなりの成果は得られている。

すなわち定点けい留ブイによる水温等の常時観測、調査船による定点または二線の定期的

観測、超音波トランスポンダによる大形魚の追跡動態調査、診よび衛星による水面温度計

測等である。

　ブイシステムは世界的に展開されて診り、わが国でもその数にして30個以上が各海域

で稼動している。しかし、相当の費絹をかけてリアルタイムで特定点の水温等の環境条件

等がわかったとしても、それに対応した生物の状況は現状では砥とんど漁獲i高でしかわか

らず、生物と環境との相関に関する知見が少ないこと、環境変化を予測するにはデータが

不足であること、予測技術の検討が進められていないこと等のために、ブイシステムで得

られた環境データは十分に活用されているとは言い難いものも多い。

　しかしながら、金くデータのないところがらはソフトウェアの開発は不可能であり、第

一段階としては現状で最も進んだ技術を駆使し、効率のよい、でき得る限りの大きな規模

でデータ収集を実践することから始めなければならない。

　例えば自然環境に関しては、まず水温を立体的に計測することによって海水の運動を把

握する。そのためには多点にけい留したブイによって垂直方向の水温分布を定時毎に自動

計測するテレメータリングシステムを設置する。ブイは耐環境性能からはサイズの大きい

ものが必要となるが、コストが高くなるため、ある限度のところで妥協せざるを得ないこ

ととなる。その場合は当然リスクや保守費用の上昇を見込まなければならないし、経済事

情が困難であれば、ブイの数も削減するQブイに搭載するセンサは当面は水温のみを対象

とし、そのかわりに入手したデータを徹厳して解析するスタソフやツールを十分に用意し

て澄くこととする。このシステムによって海水の立体構造やその変動、すなわち対象海域

への流入や海域外への流出、混合、フロント発生等の海洋現象が把握できるようになれば、

次は水質やメンスケール以下の現象解析等のためのセンサの構成変更に着手する。

　但し、今回検討した海域の特性は、いずれも大まかには把握されていることが多いため、

すぐに詳細データを収集するシステムを構築することを考えてもよいり

　また、マクロな現象の把握には、衛星情報受信装置による水面温度分布の観測が有効で

あるし、調査船によるシートルースやミクロな計測も補完に役立つ。

　次に、生物の把握は前述のように現状ではきわめて困難で、魚探を装備した調査船とダ

イバー、水中TV等を使っての調査や漁獲情報によって行うことになる。もちろん最近開

発されている魚体への標識付加を利用したり、バイオテレメトリ等も使用できるが、対象

が大形魚種に限定されるし、広域回遊性の魚の分布までは把握できない。広域の魚の分布
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調査には科学魚探を使用する事になる。これを定期的に船によって全対象海域をくまなく

走査すれば、特に大型魚種の大まかな動向はかなりの精度で掌握できよう。

　センサを含む個々のハードウェアについての課題は他の構造物と共通するものもあるが、

生物のモニタリングシステムのごとく、基礎的な研究から始めなければならないものや、

センサのごとく、現状の技術の改善では限度があり、革赫的技術（たとえば光技術応綱等）

を導入すべきもの等が含まれているので、個々を採り上げたとしても大規模なプロジェク

トとなってしまうものが多い。これ等は既に一部、国の開発プロジェクトとしてスターート

したものもあるので、海洋牧場に特有な課題に絞った場合、当面は

　①　太陽電池等の自然エネルギー応用電源の開発

　②　低コストで取扱いの容易なブイシステム開発（海面浮上型及び水中潜水型）

　③　固定（けい留）式魚探による魚群の常時観測システム開発

　④　超音波利下による流向・流速や海中微小生物量のマクロ的な連続モニタリング

等が：重要で、かつ取り組みやすく、また、短期間の開発で効果：も期待できると考えられるQ

　システムが実海域に展開され、データ収集が開始された時点からは、対象海域のいろい

ろなスケールの構造的現象を解析することによって確率の高い予測・予報を出すソフトウ

ェアの開発を始めなければならないことは前述したと於りであり、この作業が進むにつれ

てデータの収集から加工処理に至るまでの一連のシステムのフローを再検討する必要が生

じるかもしれない。

　ハードウェアとしては既に実用化されているものの中に衛星情報受信装置があるが、個

々の目的に回った有効利用を図るには、若干のソフトウェア開発が必要であり、これとブ

イや超音波技術等との組み含せによるシステムを設置し、さらに調査船を補完的に使用す

れば、現状の技術のみで構成してもかなりの効果が期待できるシステムとなる。したがっ

て、モニタリングに関する結論として、まずは事情の許せる規模から実際にシステムを製

作し、運用しながら順次高機能なシステムに成長させてゆくといった展開を図ってゆくこ

とである○
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結 び

　今回の調査研究は、将来予想される海洋牧場の姿を画くため複合生産システムの概略モ

デル研究を先行的に行い、今後の計画のための基礎を得ることをねらいとしている。そう

いった意味で具体的な海域を想定し、各海域の自然環境、生物生態、及び漁業生産講造等

に見合った海洋牧場構想のケーススタディを行ったことは他に例を見ないきわめて画期的

なもので、今後、システム展開の実現化に向けて多少なりとも寄与できるものと考えてい

るQしかしながら、本研究はまだその緒についたばかりで、多くの検討を要する項自が残

されているのもまた事実である。ここでは、これらの残された検討課題を列挙してみた。

　まず第一に、仙台湾周辺海域と山陰沖海域に診いて、資源増大を目標とする対象生物が

挙げられ、それぞれ海域特性と魚種特性に対応した生産システムが幾つか提案された。こ

れらの提案は、極力地元の要請に対応し、かつ技術的には短期または長期的なものを含め、

いずれも実現可能な技術に基づくよう心掛け、また、他海域にも適応できるような汎用性

にも考慮を払っている。しかし、今園まとめたのは、いわば複合生産システムの輪郭を描

いた段階であると書ってよい。このため．複数の生産システムを種々組み合せた場合に：期

待されるトータルシステムとしての十分な検討を引き続き実施していく必：要がある。特に

生物学的側面からみた場合、複含によって生物種間の補合・補完が行われ、不足したり偏

よったりする部分を互いに補なう結果になることが最も望ましいが、競合等によって一方

が他：方の生産限害因子となる可能性もないとはいえない。したがって、そうした事前評価

を含む本格的検討が必要である。

　第二に、複合生産システムのねらいのひとつに海域の時間的・空問的な高度有効利用が

ある。これは、主に自然環境上の制約によって時間的あるいは空間的に現在漁業生産に寄

与していないか、もしくは非効率的な利用の俵まに置かれている海域において、周年的か

つ総合的な生産、漁獲を可能にしょうとするものである。本研究では、この時間的。空間

的な対応策について種々の提言を行っているが、今後は海域全般にわたる最適なシステム

の検討を厳密な条件設定を詰めながら実施していく必要がある。その際にはその海域に診

けるこれまでの漁業暦（操業スケジュール）や漁業労働力の状況等、生産主体の問題を考

慮に入れたシステム設計とすることが望ましい。

　築三に、生産力の安定拡大を目的として提案された各生産システムは、仙台湾周辺と山

陰沖ともに、既に実用化されているもの、現在開発中のもの、企画構想毅階のものなど工

学的技術レベルが種々様々であるため、十分な整合性と技術的検討を進める必要がある。

発展度の異なる技術の組み合せや、構想毅階の技術の研究開発、あるいはそれらのトータ
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ルシステム化という点に今後取り組んでいくことが不可欠である。そこで重要なことは、

実海域における数多くの実証経験を踏むことであって、着手可能なものは大胆に実行に移

していく姿勢が大切であるQ

　第四に，入為的に工学的技術を導入することによって、マイナスの現象が発生しないよ

う配慮する必要があげられる。特に、漁場造成、環境保全・改善等を目的とした大規模な

開発は、その海域の環境特性に一方で依存しながら、同時に他方で手を加えるため、生物

生態系や食物連鎖へのインパクトには十分留意することが重要である。このような意味で

も、いつどのような場含に、生物がどのような変動を示すのかを知り、それが何に起因す

るのかを実海域において実験検証的なアセスメントを行っていく必要がある○

　第五に、以上の課題が解決されていくとしても、対象海域の漁業生産をとりまく社会的

。経済的諸問題、例えば、社会面では漁業管理制度との関係、経済面では導入するエ学的

技術のコストの問題、等を配慮しなければならない。それによって、より効率的な運営・

管理体制が整備され、それにふさわしい新しい漁業システムの形成が期待される。

　以上のように、今回の作業成果をさらに発展させ、今後のシステム展開を図る上で取り

組むべき課題は多岐にわたっているが、これらの課題が抽出されたのもまた、本研究でケ

ーススタディを行った成果であるということができようQしたがって、今後はこれらの点

に留意しながら、実現化の手順を進めていく必要があるが、何をするにしても現状では生

物と環境に関する知見が十分でなく、工学的技術及びシステムに要求される技術的条件は

必ずしも明確ではない。今回提案したシステムもこうしたデータ上の制約を承知の上でケ

ーススタディを試みたものである。したがって、今後のシステムの開発のどの段階に訟い

ても生物と環境との相互関係に常に配慮する必要がある。

　具体的には、先にも述べたように、まず工学的に比較的実現が容易で実効あると思われ

るものから開発に着手することになろう。特にモニタリングはシステム展開のカギを握っ

て診り、生物と環境との係わりを把握するためにも、寮た、最適システムの設計条件の設

定のためにも、優先的に実行されるべきである。本研究でも提案したような各種の手段に：

よる海洋環境及び生物生態系についての総含的な観測が必要だと思われる。～方、生産シ

ステムについては、実海域に澄ける実証実験を通じて種々の技術課題を解決し、複合生産

システムとしてその普遍化を図っていくべきであろうQなお、取組む研究対象種としては、

生態学的に食物連鎖を考慮した上で、複合化の実証に適する定着性の高い生物から漸次回

遊性生物へと組み含せていくことが妥当であろう。
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