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沿岸域における水産環境整備について
委員会資料2009.7.2

岡山県 田中丈裕

１．岡山県における水産環境整備に関する基本的考え方

○ 水産サイドから見れば「海」はとりもなおさず漁業の場、漁場である。しかし、漁

場となる海域だけが改善され、漁業の対象となる有用水産生物だけが都合良く増える

ということはあり得ない。

○ 「漁業は海のおこぼれを頂戴する産業である （ある漁師の言葉）。」

様々な生物が「食べたり、食べられたりする関係」いわゆる食物連鎖の中で正常な→

生態系が維持されていれば、漁業という産業はその有り方は変遷しても永続的に受け

継がれていくものである。

○ 水産環境整備とは、生態系を本来あるべき姿に修復し、維持または拡大することで

あり、物質循環・窒素循環の正常化に他ならない。

○ 環境を修復し、その後も維持していくには、生物がその環境の中で世代交代を繰り

返しながら生活を営み続けること、大きな意味での (生物による環境修bio-remediation
復)でしか達成できないのであり、我々ができるのはそのきっかけを付与することにす

ぎない。

○ 環境整備のために何らかの手を加えたならば、生物相の遷移を中心にモニタリング

し、それによって生ずる現象と過程を把握することが環境整備技術を向上させる最も

効果的な方法である。

２．水産環境整備の具体的な推進課題

(１) 干潟・藻場の再生拡大

狭くて浅くて、栄養補給の多い砂泥域が大半を占める本県海域にとって干潟・藻場の

再生はすべての地先に共通の最重要課題である。

①干潟の再生とそれに連続する極浅海域の底質改善

潮間帯である干潟はその特性から単独でも重要な意味を持つが、それに続く潮下帯(ア

マモ場を含む)も発育に伴って移動する生物にとって重要で、客土等により底質改善に努

めてきた。

②アマモ場の再生拡大

沿岸部の大半が砂泥域である本県海域にとって最も重要な環境の構成要素であり、岩

礁性の海藻藻場と同様の産卵育成の場などの機能だけでなく、分解速度が遅い海草特有

の腐食食物連鎖のメカニズムが広域的な海域全体の生態系修復の鍵となる。

③岩礁性藻場の造成あるいは拡大

岡山県沿岸部には岩礁地帯が少ないが、もともとガラモ場などの海藻藻場が存在して

いる場所では、当然のことながらその海域にとって欠くことのできない重要な環境要素

であり、浮泥対策に配慮した付着基質の設置による既存藻場の拡大と造成も大切な視点

である。

(２)生物生産あるいは水産資源供給の拠点整備～海洋牧場構想～

○ ある主要な水産動物に焦点をあてたときに、仔稚魚から成魚に至り親魚として再生

産に関わる発育過程で、すべての生活史を全うし得る一定範囲の海域が随所に存在す
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る。このような観点で見ると、干潟・藻場は産卵場所であったり仔稚魚～幼魚期にと

って欠くことのできない場ではあるが、一連の生活史の中では水産動物にとっては生

息環境の構成要素のひとつにすぎない。

○ ある一定の海域が水産動物の周年にわたる生息適地であるためには、その成長・成

熟または季節変化に伴う移動・回遊等の生態特性を念頭に置き、幼稚仔、未成魚、成

魚、親魚の各発育・成熟段階、さらには冬場の越冬場所など、それぞれについて損な

われた場所を修復し生息環境を整えてやらねばならない。

○ 個々の水産動物のニッチ(生態的地位)を崩すことなく、生態系全体の嵩上げによる

漁業生産性の増大を図るには 「食べたり食べられたりする関係」を重視し、餌生物の、

増産とともに、対象海域に生息する生物のうち可能な限り多くの種を対象とすること

が望ましい。

○ 干潟・藻場の再生や人工構造物の設置による小型のエビ・カニ・ゴカイ類など餌生

物の培養増殖は、有機懸濁物などの無生物を生物に置き換えることであり、水質・底

質の悪化を防ぐことにも繋がる。

○ 音と餌で魚を飼い付ける音響馴致技術は、魚群を制御コントロ－ルし効率的な生産

に結びつけるために効果的な手法であるが、これは海域条件等によって魚群を制御(誘

導・定着)する必要性が有る場合の補助的手段と捉えている。

①笠岡地区海洋牧場（白石島地区広域型増殖場造成事業 ：平成３～ 年度） 13
②東備地区海洋牧場（東備地区広域漁場整備事業 ：平成 ～ 年度） 14 25

（ 、 ）②中部地区海洋牧場：平成 年度～ 備讃瀬戸環境修復計画 港湾関係事業等との連携21
３．新たに取り組むべき課題

(１)河川感潮域(河口部)の環境改善

河川感潮域(河口部)は、干潟が発達し二枚貝類が になることで爆発的な生産dominant
性と海域浄化力を発揮する水域であるが、近年、著しく環境が悪化しており抜本的改善

策が急がれる。

(２)底びき網漁場など広範囲に及ぶ砂泥域の底質改善

浅場から沖合に広範囲に広がる砂泥域(底びき網漁場)では全域にわたってシルト化が

進行しており、環境悪化の要因分析と環境改善策について具体的な検討を行う。

(３)有用資源の生活史や移動生態など資源特性に着目した広域的な漁場整備

、 、広域回遊種を対象として 環境整備をベ－スにした資源回復策を講じるにあたっては

漁業上の行政権や漁業調整上の問題など人為的条件による海域区分ではなく、有用資源

の生活史や移動生態など資源特性に着目した広域的な漁場整備を進める必要がある。

(４)環境整備のための技術課題の発掘と要素技術としての新技術の開発

漁場整備事業等により人的改変を加えた海域は、環境修復や増殖場造成分野における

技術開発のための絶好の調査研究フィ－ルドである。整備後の海域を大きなメソコスム

(実験生態系)として捉え、新たな技術課題発掘の場、新たな要素技術開発の場として有

効に活用するための調査体制の強化が望まれる。

４．水産環境整備を推進するうえでの課題・問題点

(１)漁海況モニタリング実施体制の脆弱化

(２)地方自治体の財政状況の悪化



大正年間～昭和２０年代における大正年間～昭和２０年代における
岡山県内のアマモ場の分布図岡山県内のアマモ場の分布図

岡山市

１０ｋｍ

アマモ場の総面積 約４，３００ha

干潟の総面積 約４，０００ha
日生町

倉敷市

笠岡市
高梁川

旭川

吉井川

埋立・干拓等により約４０％に当たる１，７０５haが消失

３



岡山市

倉敷市

平成１９年

約１，２２１ha

岡山市

倉敷市

昭和５０年～６０年

約５５０ha
１０ｋｍ

アマモ場分布の変遷アマモ場分布の変遷

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

４



アマモ群落造成手法アマモ群落造成手法

アマモ群落造成法の分類 川崎，1988：福田，1984：芳我・森田，1996：田中，1998)(

アマモ群落造成法 内 容

株移植法 土なし法 非固定法 １株または数株のアマモを田植えのようにして移植する。

固定法 鉄筋棒や釘、石、竹箸などアマモを固定した後移植する。

粘土結着法 栄養株の地下茎に１株づつ油粘土を巻き海底に固定し覆砂する。

土付き法 プラグ法 アマモを底土ごとコア－採取し、穴を掘って移植する。

芝生法 アマモを底土ごとスコップやガット船で採取して移植する。

実生苗移植法 水稲用のペ－パ－ポットを使用して陸上水槽で育苗した実生苗を、

そのまま移植する。

播種法 花枝投入法 建材用ブロックなどに花枝の束を縛り付けて投入する。

花枝垂下法 花枝の束を網袋に収容し、支柱等に縛り付けて垂下しておく。

、 。種蒔き法 船上から直接播種したり 潜水して海底に溝を堀り播種後覆土する

コロイダルシリカ法 コロイダルシリカ(二酸化珪素のコロイド溶液)のゲル化した溶液に

砂等を練り粘土状にしたものにアマモ種子を入れて播種する。

土のう式播種法 難腐食性繊維と腐食性繊維を混紡した袋体に、砂泥等の詰め材とア

マモ種子を混合して注入し海底に設置する。

５



アマモ場再生助長手段アマモ場再生助長手段

アマモ増殖助長手段 内 容

花枝の流失防止 花枝が抜けて流れる時期に繁茂適地にロ－プ等を展長し、花枝の流

失を防止する。

カキ筏の設置による濁りの軽減 アマモ群落の近傍にカキ筏等を設置し、波浪等による底泥の巻き上

げの軽減、カキ連による有機懸濁物の沈殿促進、カキの濾過機能を

活用した透明度の向上

規則等による底びき網の操業禁止 アマモ群落及び周辺海域を漁業調整規則等により底びき網禁止区域

に設定する。

違反底びき網の侵入防止 アマモ群落の近傍に自然石や魚礁構造物を設置し、違反底びき網の

操業を防止する。

底質改良材の散布等による底質改善 シルト海域へのカキ殻・ゼオライト・海砂等のアンカ－材や底質改

良材を散布する

大規模なアマモ成育基盤の整備 潮流波浪制御や地盤高嵩上げなど大規模な土木工法によりアマモの

成育に適した基盤を整備する。

６



岡山県におけるアマモ場再生の取り組み岡山県におけるアマモ場再生の取り組み

年年 度度 内内 容容

昭和昭和5454年度～年度～ 水産試験場による調査研究水産試験場による調査研究

昭和昭和6060年度～年度～ 漁業者によるアマモ場造成の取り組み漁業者によるアマモ場造成の取り組み

平成４年度平成４年度 効率的な播種法（土のう式播種法）の開発効率的な播種法（土のう式播種法）の開発

平成６～８年度平成６～８年度 土の土のうう式播種によるアマモ場造成試験の実施式播種によるアマモ場造成試験の実施

平成平成1010～～1313年度年度 アマモ生育条件調査→生育条件の数値化

平成平成1313年度年度 再生事業の計画策定（専門家委員会で検討）再生事業の計画策定（専門家委員会で検討）

平成平成1414年度年度 事業着手（アマモ場再生は平成事業着手（アマモ場再生は平成1717年度から）年度から）

７



｢｢カキ殻の有効利用に係るガイドラインカキ殻の有効利用に係るガイドライン｣｣
の策定の策定(2006(2006年年66月月))

〔〔背景背景〕〕
カキ殻の利用に際しては廃棄カキ殻の利用に際しては廃棄
物の海中処分と明確に一線を物の海中処分と明確に一線を
画すためのルールづくりが必要画すためのルールづくりが必要

使用目的、用途に応じた敷使用目的、用途に応じた敷
設手順等の詳細を盛り込ん設手順等の詳細を盛り込ん
だだ

８



海洋牧場パイロット事業の位置海洋牧場パイロット事業の位置

９



海洋牧場パイロット事業の内容海洋牧場パイロット事業の内容

増産対象種：マダイ・クロダイ・スズキ・
カサゴ・メバル・アイナメ・キジハタ

10



海洋牧場パイロット事業推進構想イメージ図海洋牧場パイロット事業推進構想イメージ図
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カキ養殖

カキ養殖区画漁業権

幼稚仔

保育場

誘導滞留礁

200 400 1000m8006000

＜凡例＞

；カキ養殖区画漁業権

；アマモ場再生区域

；幼稚仔保育場

；誘導滞留礁

；成魚生息場

；消波施設
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ｃ
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ｅ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ｃ

ｄ

ｄ

ｄ

ｄ

鹿久居島

頭島

大多府島

鶴島

アマモ場再生区域

区画漁業権

ａ

ｆ

ｆ
消波
施設

成魚生息場 ｅ

東備地区広域漁場整備事業計画平面図東備地区広域漁場整備事業計画平面図

ｂ

ｂ
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東備地区広域漁場整備事業イメージ図

増産対象種：カサゴ・メバル・アイナメ・
カレイ類・ヒラメ

14



増産対象魚種のうち移動範囲が最も広い増産対象魚種のうち移動範囲が最も広い
マコガレイの生活史マコガレイの生活史

15



人工礁漁場平面図人工礁漁場平面図
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