
 

 

3.総合考察 

3.1地域特性 

 佐賀県鹿島市地先は、有明海の中でも一番湾奥に位置する。有明海の湾奥部は、水深が浅く広大な干

潟域が広がっている。この地域は、筑後川や塩田川をはじめ、大小多数の河川が流入する環境でもあ

る。本海域では、ノリの養殖が盛んに行われており、次いでサルボウガイやタイラギ、クラゲの漁業が

行われている。これら有用水産物に対して、ノリの色落ち、ナルトビエイによる食害、貧酸素水塊によ

る大量へい死といった被害が度々報告されている。 

 貧酸素水塊に関しては、2004 年から西海区水産研究所によって、有明海湾奥部の底層溶存酸素量の

連続観測が実施されている。その結果によると、濃度低下の程度や継続期間に年による違いがあるも

のの、2004 年から 2015 年までの 12年のうち、全ての年で溶存酸素濃度の 低値が3.0mg/L を下回っ

ており、うち11年については2.0mg/L を下回っている(図 31)15)。 

 この溶存酸素濃度が 3.0mg/L 未満となる日が 30 日以上ある年は、平成 18 年を筆頭にタイラギとサ

ルボウガイの漁獲量が大きく低減している(図 32，図 33)15)。このように、貧酸素の影響と考えられる

漁獲量の低減が数年に1度生じており、この頻度や影響を軽減させる対策が求められている。 

また、ノリの養殖時期に珪藻類の異常繁殖等によって栄養塩が不足すると、ノリの「色落ち」が生じ

ることが知られている。この珪藻類を摂餌するカキやサルボウガイなどの二枚貝が増加することで、

色落ちの軽減に繋がることも期待される。 

 

  

図31 有明海湾奥部の定点P6の海底上0.2mにおける溶存酸素量の変動の経年変化 15) 
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図32 有明海におけるタイラギの漁獲量の推移 15） 

 

 

図33 有明海におけるサルボウガイの漁獲量の推移 15） 
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3.2 効果評価 

3.2.1 カキの着生量の評価 

着生量の評価を、着生量と成長速度から検証した。着生量については、竹ほうきと竹の組み合わせに

より、対照区より有意にカキのバイオマスが高い結果を得られた(図 34)。 

 

 
丸竹+ホウキ 女竹+ホウキ 半竹+ホウキ 対照区 

丸竹+ホウキ - 0.57 1.59 1.74 

女竹+ホウキ - - 1.02 1.16 

半竹+ホウキ - - - 0.15 

α＝0.05 ， q=0.54であり、上記表の値がqより高ければ比較間に差がある（Tukey's test）。 

図 34 着生量の比較 

 

次に、成長速度は、過年度に検討した中で、着生材の設置後、 寄りの天然カキ礁と同等のバイオマ

スになるまでの期間が約6年と考えられた(目標値22.53w-g/m2)。前述のとおり、設置2カ年経過した

ホタテ貝殻の着生材は、カキのバイオマスが約15wet-kg/m2まで増加した。ホタテ貝殻の着生材は経済

性と作業性から低い評価であったが、成長速度は一番速く、2年目の目標値（約9.4 wet-kg/m2）を上

回った。 

これらの結果を踏まえて、今後は竹ほうきと竹の組み合わせによる着生材も、2年目に上記の目標値

を超えるのか等の検証が必要である。 

 

図 35 経過年数によるカキバイオマスの変化 
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3.2.2 カキ礁の分布の違いによる底層DOの変化 

先に実施した物質循環モデルの解析において、カキ礁の分布域およびその周辺では、底層DOの上昇

が見られた。底層DOの上昇は、そこを生息場とする生物にとって生息環境の改善につながる。 

佐賀県沿岸に漁場が存在するサルボウガイ、そして有明海における水産有用二枚貝の一つであるア

サリで見ると、無酸素状態（水温25°C, DO 0.05 mg/L) の海水による飼育実験で、アサリは1日目に

死亡個体が出現したが、サルボウガイでは 7 日目まで死亡個体が出現しなかったことが報告されてい

る。しかし、硫化水素耐性では、アサリが10 mg/Lの濃度で2日目に半数が死亡、サルボウガイが0～

30mg/Lの濃度が5日以上続くと高濃度実験区から死亡個体が出現することが報告されている 16）。アサ

リ、サルボウガイともに死亡個体が現れる硫化水素は、海水中のDOが1.0mg/L以下になると上昇して、

水塊中に蓄積される 13)。このことより、物質循環モデルによる解析結果より、佐賀県沿岸で底層DOが

1.0 mg/L以下に貧酸素化している面積の時間変化を検討した。 

カキ礁無し条件、平成 19 年カキ礁分布の条件、昭和 52 年カキ礁分布の条件の貧酸素水塊の面積を

図36に示した。カキ礁無し条件で、1.0mg/L以下の面積が 大となる時点での比較で、平成19年カキ

礁分布条件および昭和52年カキ礁分布条件の計算結果ともに、約10％の面積の縮小が確認され、カキ

礁の造成は有明海底層の環境改善の効果が期待されるものであった。 

なお、平成 19 年カキ礁分布条件と昭和 52 年カキ礁分布条件で大きな差が見られなかった要因は、

1.0mg/L以下の底層DOの分布が、佐賀県西部沿岸を中心に広がっていることに対して、昭和52年の分

布条件では底層 DO が 1.0mg/L 以上で分布する東部側に多くカキ礁が分布したためであると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図36 底層DO濃度が1.0 mg/L以下となる面積の時系列変化 
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3.3 実用性の検討 

3.3.1 作業性の検討 

 今年度実施した、70m2あたりの面積に要した人員と船舶数は表20のとおりである。 

 作業性としては、漁業者による実施は可能であるものの、今後面積を拡大した際のより効率的な方

法を検討する必要がある。 

 

表20 作業性 

使用船数 必要人員数 日数 漁業者による実施可能性 

3 10 2 可能 

 

3.3.2 造成費の試算 

 本業務により、現在のカキ礁面積が146ha と推定された。ここから、目標とする昭和52年の 546ha

の面積にするためには、400haの造成が必要となる。ここでは、今回検討した材料のなかで、安価で着

生量も期待できるケースでの造成費用を試算した 

着生量と材料費を鑑みて、女竹と竹ほうきを用いて造成したケースの費用を表21に示す。ここから、

400haの造成に必要な材料費は58億円と求められた。より現実的な値とするには、材料の見直し(安価

にする、または流出しない材料を検討する)や、造成の必要な面積の精度を向上させる必要がある。 

 

表21 女竹と竹ほうきを用いた費用一覧 

  単価 個数 金額 

女竹(直径1cm、2m) 21 980 20,580 

竹ほうき 250 140 35,000 

異形ロープ止め（1列あたり3本に見直

し） 1,500 21 31,500 

コンポーズ 1,000 16 16,000 

計 103,080 

1m2換算 1,473 

 

3.3.3 経済性の推定 

 カキ礁を造成することで得られる経済性を、貧酸素水塊軽減による漁業被害の軽減、カキ礁による

水質浄化機能を含めた生態系サービスの2つの面から検討した。 

 

(1) 貧酸素水塊軽減による漁業被害の軽減効果の検討 

有明海全体でのサルボウガイの漁獲量は、平成17年に約1.2万 tあったが、貧酸素水塊によるへい

死が生じた平成18年は約0.2万 tまで減少したと報告されている 15)。ここから、貧酸素水塊によるサ

ルボウガイの漁業被害額を見積もると、単年で約4億円と推定された(約 1万 t×単価4,000円/t)。 

しかし、上記から、カキ礁による貧酸素水塊の軽減により、どの程度サルボウガイのへい死が緩和さ

409



 

 

れ、漁業被害額が減少したかを求めることは難しい。 

そこで、サルボウ漁場管理マニュアル 14)を参考に、サルボウガイの漁獲期待量から貧酸素水塊の軽

減効果が、へい死緩和にどの程度寄与するかを検討した。 

ここでは、次の方法で「漁獲期待量」と「貧酸素水塊リスクの低減」、および「へい死緩和による被

害額の軽減」を求めた。 

【算出方法】 

① サルボウガイの漁場にメッシュ（1km×1km）を設けた。 

② 夏季の 60 日間に貧酸素（3mg/l 未満）、低塩分（15 未満）、高水温（30℃以上）をリスクとして各

メッシュに来襲する回数を集計した（平成23年～平成26年）。 

③ 各リスクを加重平均し、へい死リスクをレベル 1(へい死率 10～20％)、レベル 2(へい死率 20～

40％)、レベル3(へい死率40～60％)、レベル4(へい死率60～100％)とし、漁場を区分した(図37)。 

④ へい死リスクから 1 メッシュごとの漁獲期待量を求めた。ここでは、2001 年の中部漁場、西部漁

場、南部漁場の水揚量の総量を参考とし、平常時の漁獲期待量を5,364t とした 18)。なお、へい死

リスクには幅があることから、本検討ではへい死率の平均値を採用した。 

⑤ 貧酸素水塊によるへい死が生じた平成18年の漁獲量は、平成17年の約6分の1となった。この事

実から、平常時の漁獲期待量の6分の1を、貧酸素水塊発生時の漁獲期待量(894t)とした（平成18

年と同程度の貧酸素リスクを受ける場合）。 

⑥ 山口ら 7)は、数値シミュレーションを用いて、カキ礁の面積が 322ha（2007 年の 2 倍）となると、

貧酸素水塊が約 20％減少することを示している。このことより、同条件の貧酸素水塊が発生した

際に、カキ礁があることで、平常時の漁獲期待量のうち20％が被害を受けないと想定した。 

⑦ 上記想定より、カキ礁造成に伴う貧酸素水塊軽減時の漁獲期待量は1,967ｔであった。 

 その結果、平常時の漁獲期待量が 5,364t の場合、漁獲期待額は 214,560,000 円(単価 40,000 円/t)

と推定される。表22より、漁業被害額は24%軽減されると推定された。 

 

表22 漁業被害額の軽減効果 

 

条件 

漁獲期待量 漁獲期待額 漁業被害額 

t 円 円 

平成18年と同等の 

貧酸素水塊発生時 
894 35,760,000 178,800,000 

カキ礁造成に伴う 

貧酸素水塊軽減時 
1,967 78,672,000 135,888,000 

備考 
  

浜上げ単価 

40,000円/t 

平常時の漁獲期待額からの

差し引き 
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図37 へい死リスクマップ 
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(2) 生態系サービス 

 生態系サービスとは、人が生態系から得ることのできる便益であり、供給サービス、調整サービス、

文化的サービス、支援サービスがある。それぞれのサービスの概念を表23に示す。 

 カキは、ろ水量が大きいことが知られているため、ここでは調整サービスから経済性を試算し、併せ

て1例として生態系サービス全体を考慮した場合の便益を試算した。 

 

表23 生態系サービスの概念 19)20) 

サービス 便益 便益の評価方法(例) 

供給 

サービス 

食料や水、木材といった生態系か

ら得られる資源 

市場価格法：対象とする生産資源の商品の市場価格

をもとに、貨幣価値を導入することで評価する方法

調整 

サービス 

気候調整・水質浄化など、生態系

がもつ働きによって環境を制御す

ることで得られる便益 

取替原価法(代替法)：生態系サービスを人工的な技

術に置き換えることによって、発生する費用を推定

することで評価する方法 

文化的 

サービス 

生態系が存在することで創出され

る恵みであり、レクリエーション

や審美的・精神的な便益 

旅行費用法：レクリエーション地への訪問にかかる

費用の消費者余剰から評価を行う方法 

仮想的市場評価法(CVM)：ステークホルダーに対し

アンケート調査を行い、環境の価値を直接尋ねる方

法 

支援 

サービス 

他のサービスを維持するための基

本的なサービスであり、栄養塩循

環・土壌形成による便益 

－ 

※出典19)と 20)を参考に作成 

 

 調整サービスとして、窒素の吸収の点から水質浄化の面から経済性を試算する。評価の考え方とし

て、窒素の物理的な除去量を求め、代替財として下水処理場の建設費及び維持管理費を用いて経済価

値を求めた。 

 カキの窒素除去量として、干潟・浅海域全域の年間平均の窒素循環の計算結果 21)から、カキに取り

込まれる量を求めた。計算に用いた項目や値を表24に示し、計算式を次頁に示す。 

試算結果から、カキ礁(546ha)の水質浄化機能として年間3,765万円、カキ礁の生態系サービスは年

間 7,759 万円(水質浄化機能も含む)の便易があると考えらえた。ただし、これらは 大限の効果を既

存知見の数値を用いて試算した結果であるため、現地の情報も踏まえて再度検討することが望ましい。 
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 表 24 生態系サービスの算出に用いた項目と値 

項目 値 単位 

a カキの窒素取込み量 21) 1.6 mgN/㎡/day 

b カキの窒素取込み量(年間の1ha当たりの値に換算) 5.84 kgN/ha/year

c カキ礁面積(昭和52年の面積) 546 Ha 

d 窒素の単位量当たりの浄化に要する費用 22) 1.181 万円/kg 

f 干潟の窒素除去量 19) 510.36 kgN/ha/year

g 干潟の生態系サービスの経済性 19) 1,242 万円ha/year

 

   〇カキ礁の調整サービス(水質浄化)に関する式 

a × 10,000 × 365 ＝ b 

b × c ＝ 3,188.64 kgN 

d × 3,188.64 kgN ＝3,765.78万円 

※カキ礁の調整サービス(水質浄化)の考え方 

カキ礁の調整サービスを、取替原価法(代替法)の考え方にそって試算した。ここで

は、カキの窒素除去量を経済価値に換算する方法で水質浄化サービスの経済価値とし

た。 

ここでの経済価値換算に用いる単価は、下水処理場において同程度の窒素を除去す

るために要するコストとした。 

 

 

   〇カキ礁の生態系サービスに関する式 

b ÷ f ＝ 1.14% 

g × 1.14% ＝ 14万円 ha/year 

c × 14万円 ha/year＝ 7,759万円/year 

※カキ礁の生態系サービスの考え方 

カキ礁単独での生態系サービスを、窒素除去能力を干潟と比べ、その割合から試算

した。ここでは、干潟に対してカキ礁の窒素除去能力が1.14％であったため、干潟の

生態系サービス(1,242万円 ha/year)に対して1.14％の経済性を見込んだ。 
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4.総合評価 

4.1成果と今後の課題 

今年度は、カキ礁の効率的な造成方法として「着生量の多い着生材の組み合わせ方の検討」、「流失率

の低い着生材の設置方法の検討」を目標として検討した。さらに、カキ礁造成による貧酸素水塊軽減効

果を評価するために、「既往知見を参考に物質循環モデルを設定し、DO3mg/L 以下の累積時間を求める

こと」を目標とした。 

その結果、竹ほうきと竹の組み合わせにより着生効果が向上すること、また、流出対策により残存率

を向上させることができた。一方で、大規模な出水等に対して残存率を向上させるために、設置方法を

工夫する必要があると考えられた。これらを踏まえ、費用を安価とした検討を引き続き行うとともに、

数年間流出しないような材料を用いた着生材を再設置し、カキ礁となるまで残る着生材の検討や検証

も必要である。 

次に、カキ礁（カキ）を考慮した物質循環モデルを構築し、貧酸素水塊への影響を検証した結果、約

10％縮小し、環境改善の効果が期待された。一方で、カキ礁造成による水質浄化機能等は、その効果が

過小評価されるため、カキ以外の生物も考慮した検証も必要である。 

また、今回測量した範囲から、平均的なカキ礁の面積や高さ等、現状の天然カキ礁の面積を推測でき

た。これらのデータを蓄積し、今後、当該地先に適した造成場所や造成に要する費用、および地形デー

タの精度向上を図り、より現実的な効果や経済性の検証が必要である。 

さらに、カキ礁の経済性について、水質浄化機能として年間 3,765 万円、生態系サービスとして年

間 7,759 万円(水質浄化機能も含む)との便易の試算結果を示すことができた。しかし、カキ礁単独で

の効果の他に、珪藻類の異常繁殖を抑制し、栄養塩不足が原因となるノリの色落ち対策の面で評価す

るなど、様々な効果を踏まえて費用対効果を考える必要がある。 

 

4.2 仮説の再構築 

本年度に挙げられた課題をもとに、仮説を再構築した(表 25)。 

  

表25 仮説の再構築 

小課題 新たな仮説 

カキ礁の効率的な造成

方法の開発 

竹ほうきと竹の方法に加えて、棚式などを組み合わせた着生材は、着生量

がより向上する。 

出水時の対策も踏まえた方法は、着生材の残存率をより向上させる。 

カキ礁造成による貧酸

素水塊軽減効果の評価 

カキに加えて、他の生物の影響も踏まえた検証により、貧酸素水塊の発生

をより軽減できる 
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4.3 自己評価 

以下に自己評価結果は、以下のとおりである。 

 

【カキ礁の効率的な造成方法の開発】 

目標 着生量の多い着生材の組み合わせ方の絞り込み 

結果 対照区に比べて、丸竹とほうきの着生材へのカキの着生は、1.7kg/m2有意に高い結果

であった。丸竹の次に、女竹とほうきを組み合わせた着生材のカキ着生量が多い結果

であった。 

考察 1 年目の結果として、着生量の高い素材の絞り込みを行えた。今後、着生したカキの

成長速度と併せて耐用年数(竹やほうきは 1-3 年)も考慮し、着生量とその場に残存

し続ける着生材と工法の検証が必要と考えられた。 

評価 着生材として、ほうきと丸竹や女竹を組み合わせた方法は、カキの着生が有意に高

く、仮設を検証できた。 

 

【カキ礁の効率的な造成方法の開発】 

目標 着生材の残存率を向上させる方法の実証 

結果 初年度の対策によって、残存率 60%であった(未対策時 20%)。 

考察 未対策時に比べて、対策により残存率を向上させることができた。しかし、今後出水

等による影響も踏まえた残存率の向上策が必要である(河川からの流心を考慮した

設置場所、流木よけコンポーズの設置等)。 

評価 流出対策により残存率を向上させる方法を実証した(未対策時と比較して、残存率

40%向上)。 

 

【カキ礁造成による貧酸素水塊軽減効果の評価】 

目標 検討領域（沿岸域）の底層 DOが、3mg/L 以下となる累積時間の推定。 

結果 底層 DO が 3mg/L 以下となる累積時間が、平成 19 年のカキ礁分布条件で約 10％短縮

することが分かった。 

考察 カキ礁が分布する条件では、底層 DOが 3mg/L 以下となる分布面積に関しても約 10％

の縮小が確認され、カキ礁の造成による有明海の底層 DO環境の改善効果が期待され

た。一方で、カキ以外の生物を考慮した検証も必要である。 

評価 底層 DO が 3mg/L 以下となる累積時間が、昭和 52 年と同等のカキ礁分布により 10％

短縮されると推定できたため、評価を〇とした(定性評価)。 
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Ⅶ-３.大課題まとめ 

生産性向上までのフロー図は、図1に示すとおりである。 

本課題は、砂泥干潟や泥干潟において、適切な材料の組み合わせによりカキ礁を造成することで、貧

酸素水塊を軽減させることを目的としている。そのために、各要素技術について、当該地先での最適な

条件と方法を明らかにした上で、カキ礁造成技術の確立を目指している。 

 

 

図1 貧酸素水塊の軽減までのフロー図 

 

今年度実施した要素技術の開発において、見通しを得た要素と今後の課題は、表1のとおりである。

今年度、各要素技術の適した条件等についての把握を行い、貧酸素水塊軽減効果の数値上の検証を行

った。また、必要な作業量、コスト等についての推定、検討を行った。 

平成31年度では、各要素技術のより適した方法や精度向上にむけた技術開発を実施する予定である。 
 

表1 見通しを得た要素と今後の課題 

※ミドリ：H30見通しを得た要素、青：今後の課題 

 

  

中課題 地域 
砂泥干潟域、泥干潟域 

カキ礁造成 貧酸素軽減 環境特性 

カキ礁の造成による

貧酸素水塊の軽減 

佐賀県鹿島市

地先 

適した着生材の把握 

適した設置方法の検証 

経済性の向上 

物質循環モデルでの解析 

その他生物も含めた検証 

物質循環モデル精度の向

上 

造成可能な場所の抽出 

GISによるマッピング 

流動環境の検討 

カキ礁造成技術の開発 
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