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浅海養殖施 設 に 関 す る 研究

女木島養魚場の海水交流に．ついて
田中啓陽，井上裕堆，福田 清，前川忠夫

〔1〕 ま え が き
沿岸各地の増養殖施設による魚類生産は年々増加の傾向をたどり，中でもハマチ養殖はこゝ数年来著じるしい生産
増加をみせている．．しかし殆んどの養魚施設は台風・季節風防災の見地より，また一部に．は施工法の問題から，内湾

・入江などを利用して−築造されて−いるため養魚環境条件として早急に解決されるべき多くの問題点を露墨している
養魚場の環境条件の良否を決定する主要点は水中溶存酸素収支と熟収支であり，これら収支において支配的役割を

演ずるのが海水交流である．したがってノ＼マチ養魚場紅おける水産土木学的ならびに環境工学的問題を解明する好一
歩として，立地条件・規模・構造の異なるいくつかの養魚場について海水交流の機構を詳しく研究する必要がある
〔2■〕 施設の概況
調査対象養魚場は，Fig．1紅．示めすごとく，高松市北方約4kmの沖合に．ある女木島の南海岸中央部に．位置する

女木島南部海岸に沿って築かれた長さ約
500mの堤防の西端から凍側の魚港防波堤
（長さ約110m）の突端に・かけて，約520m
に．わたり鉄筋コンクリ−†・パイル（患径
40c皿）る7本を孤状にはり出して打ち，こ
れに金網を張って．かこって．いる．その施ユ
法をFig‖2紅表示した

Figl1Bathymetric map of the fish fa工minvestigated
パイルには高さ間隔2m毎に丸鋼バンドを使用して鉄丸棒（28
mm）を固定し，これによって各パイル間を連結している… この
鉄丸棒紅仕切り金網を懸垂固定する．また，パイルの頂部に長さ
140cmのL塾鉄板（75×75×9mm）を養魚場の内側に．むけて固
定し，・その先端に．鋼索をはって化繊禍を懸垂させている．これは
稚魚期の逃亡防止及び防災のためである．網仕切り線の外側にる7
ケの大型コンクリ・−トブロックをしずめ，これとパイルをそれぞ
れ鉄丸棒（28mm）で直結してパイルを支えている．鉄丸棒とパ
イルとの接続紅は丸鋼バンドを用いている小
高潮時の水面積は約7×1恥m2で，中央に西より南東に．向う深
いみお筋があり，潮流流通のよい海岸線を利用した張り出し網仕

切りの典型的養魚場である
女木島南岸から養魚場の前縁（距離200m）までは，水深約10m
以内であるが，距岸450m附近に水深1るmの第1の深所がある

Fig2 Struct11re Of the facility
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さらに．距岸75Dm附近には顕著な砂洲（背部は水深5〜4m）があり，島岸には・ゞ平行に・横たわっている．・そしてそ
れらの沖側が節2の深所となっている（水深15〜20m）．．沖合い第2の深所では高・低潮時に転流するが，岸寄りで
ほそれより早目に転流するような傾向があり，養魚場内には・それらの潮流に強く影響を受けている局地流が流通して
いると考えられる1）
〔3〕 調 査 方 法

1）測温 海岸線に潜った堤防および漁港防波堤を平板測屈し，次いで墳防上の2点から個々のパイルの位置を測
角確定して平面図を作製した．深浅測盈は約ち0〜50m間隔で実施し，測深位置はそ・の都度測角決定した．．流入・流出
忠節定のために必要な解任切線に沿った通水断面図ほ，各パイル位置毎に測深して作製したい深浅測患の結果はすべ
て昭和59年11月21日の高々潮時（15時）の水位をzero−1evelとして換算表示した．
2）流動 養魚場内の代表的な点として中央部でかつみお筋の上にStⅩを撰定し，この点に船を固定しで流速・流
向を淋汐変化との関係において調査した．．このため匪∴エクマン・メルツ弱流流速計を使用し1時間間隔で，表・中・
下層の流向流速を測った．期間は59年8月21・22日に・かけての24時間（大潮期）である．第2には養魚場全体として
どのような表層海水流動が行なわれているかを調べる必要がある．これほ場内での海水混合状態を知る手掛かりとな
る．このためポリヱチレン襲瓶に十字布を垂錘にて下げた簡易漂流瓶4）を養魚場内に浮遊させ，潮流湛乗って流動す
る有様を数分間隔でt・ランシットにて追跡した∴観測は昭和59年11月22日の大潮期に行なった．
5）海水流出・流入量 約520mに・わたる養魚場網仕切り線上を10区分し，各区間の中央点にて二，1時間間隔で，
観測時の各点の水深の20，4D，80％の深さ（5点法）で流速を測定し，これから毎時の各区間の平均流速を算出し
た．流向は深さに．よってはとんど変らなかったので上層についてのみ観測した．各観測時における水位から区間毎の
通水断面積を求め，これに通水面に対する直角流速成分を乗じて毎時の区間流出・流入畠を計算した‖用いた流速計
は東邦電探ⅩE製CM−IB塾電気流速計2台である。．なお観測時間は昭和59年8月21日から22日にかけての大潮期
である．
〔4〕 結果および考察

1い 水面積・水容積

養魚場の規模・形状はそれ自体収容尾数に値按関係するのみならず場内における海水混合や残餌・排泄物の堆積と
も深く関連する．くぼみのある養魚場では残餌排泄物の集中的堆積があって夏季水温が成層状態をなすとき，その部
分が著じるしく無酸素状態になり9月頃成層消滅時に底部有害物質と共紅飼育魚に害を及ばすことはよくしられてい
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1ロ4m2からる．9×104m2に減少するにすぎず，わずか1．5％の減である．．しかるに相対水位が一・5m以下に・下降すると
水面横は急激に減少する傾向がある．．水容積紅ついてみると，高々潮時には5るい2×104が，低々潮時に・は21い8×104m8
と著じるしい減少（約40％）を示して言いる．結局，潮間帯に．おける水位の変動は，水面積に対してこは小さく，水容積
に対してはかなりの変化となってあらわれるい これほ当養魚場の形状が潮間帯においては柱状，底の形状ほ皿状であ
り，養魚場としては良好な形状と考えられる．高潮時の平均水深ほ約5り2m，みお節の最深部で約9…5m，低潮時平均
水深は約5い1mみお筋の最深部で約7‖4mである…低潮時水容積は高潮時の約る0％となるが後述の様に潮流を充分有

効に利用しているので，海水交流がよく，水容積の減少はほとんど障害とはならないようである
2小 海水流動状況

養魚場中央部St一Xに．船を固定して大潮期における潮汐変化と流向・流速との相関状況を調査した結果はFig・4
である．．なお本養魚場は潮流流通型であって上・中・下層の流向・流速は殆んど変らないのでその平均値をもって表
示した
高々潮時前後の約4時間と低高潮時前後の
約5時間だけは北東流であり，潮汐日週期の
．叫む忘︻毒き芦︒牒㌻．p監d：uむヒnU

うち約17時間は南西流が卓越するい いずれの

場合も流向変動範囲ほ約±100とはとんど一
定している．
流速と潮汐の変化をFig・．4からみると潮
位上昇と共に流速が増加し，高潮前約2〜5
時間より減少し始め．潮流反転時前後に．は徽
弱流を示めした、以後増大して高潮時に．は流
速10〜15cm／SeCと極大を与え．る．高潮後2
時間の潮流反転時（1時頃）に．は流速は殆ん
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Fig．4 Diurnalvariation of current speedand
direction at St。．X

どなくなり急激に反転が行なわれるい低潮時
流速はる〜7cm／去ecとやゝ弱まっている

この際では流向反転時に流速の減少が明確に
見られないが，これは測定時間の間隔が1時

間であるのに流向反転がどく短時間の内に行
なわれたためである．．

養魚場中央定点における測定結果から養魚場内の海水流動の概略はわかるが，ときにほ養魚場内に停滞水域を生ず
る場合もあるので，プロ−・トを用いa）高潮前1〜2．・5時間，b）高潮後0〜1時間，C）高潮後1〜2時間，d）高低
潮の中間時の4回にわたって表層海水流動の模様を観測した．．そのうち代表的なa）及びb）に・ついての結果を
Fig．5−A，Bに．示めした，すなわちFi虚．51−AはⅩ点における南西流から北東流への転流時を含み，Fig・5−BはⅩ点
で北東流を典型的に示めす時である一．Fig．5−Aからわかるように，頭初，網仕切り線束側（A〜B）より流入し西側
（C−B）から流出しているが，後半11：50時頃より流向反転のきざしがみえ，流れが海岸堤防に向い流速は微弱とな
る…その後完全に流向の反転したものがFigい5−Bである．すなわち綱仕切り線C〜Bより流入Aノ〜Bより流出し養
魚場内は全体的に平均5〜15cm／SeCで流動しているい 同様に・Ⅹ点において南西流のみられる時には，網仕切りA〜B
より流入，平均5〜15cm／secで養魚場内を通過してC〜Bより流出する。

以上の結果から流向が反転する前後に流れが一時的に停滞するのを除けば，潮汐日週期内約17時間は網仕切り線A
〜Bから流入し，Bを中心として孤状に場内を流れ，網仕切り線C〜Bから流出する．残りの約7時間は全く逆方向で
ある．反転するごく短時間を除いては常紅5〜15cm／SeC程度のかなり速い流れが場内全体にみられ，混合状況の良

好な典型的潮流々通塾養魚場といえる．この様な特異な局所的な潮流流通の現象は女木島沖を流れている速い潮流と
周辺の地形による影響の結果であ・つて，養魚場造成上沿岸微海象を充分確かめておかないと誤まった判断を下すこと
に・なるという1つの例と考えられるい
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Fig 5 Featuresof cuIrentinthe fishfarn：（A）
1 O〜2．5 hrs．before the tideis at high
level（B）at high1evel．High1evel；15：50
5 海 水 交 流
養魚場内に・おける流動状況の概観を前述したが，さらに・養魚場の収容尾数との関係を定患的に把握するに．ほ．．（1）
流出入盈（2）流出入患の潮汐変化との関連性（5）流出入盈の場内水容積との比を分析しなければならない，海
水交流盈は養魚場に・おける溶存酸素収支を支配し，この収支から適正収容盈が欝1義的紅決定されるのであるから，

重要かつ基本的事項である
網仕切り線は全長520mでしかも弧状をなし，前節でみられたように一・般的にほ網仕切り線上Bを分岐点として網仕
切りの一方から流入し他方半分から流出するので，Bを境として網仕切り線を2分し，（1）細仕切り線上A〜Bの間，
（2）細仕切り線上B〜Cの間を通しでの単位時間当りの流入塁（＋），流出盈（−）を経時変化の形で図示したのが
Fig‖占である

結局本養魚場の海水交流は次のように要約されよう流出・入患は湖が上げはじめると急激紅増加し極大に達す
る．このとき流出・入鼠ははゞ等しく約20〜24×1D4m8／hIで綱仕切り線A〜Bより流入しC〜Bから洗出している
しかし高潮前約5時間に・なると急激に減少し高潮前約2時間の頃場内流出・入の模様は全く逆転する高潮後口．5〜

1‖0時間に．流出・入畠は極大を示めすぃ この時の流出・入畠は前回よりやゝ低いが大体20×1D4m8／bI・であるい 高潮後
約2時間経過すると再び急減して流出・入盟は「時的に償少となり，潮流の再度の反転が行なわれる．以後低潮時を
経て高潮前2・5〜5小5時間まで漸次流出・入丑共に増加する，．高潮前約2．5〜ふ．5時間と高潮後約0．．5〜1りD時間に単位時
間流入鼠，流出鼻は極大を示し，高潮前2時間および高潮後2時間の頓に流向がごく短時間に逆転するといった特徴
がある
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Fig‖6 Diurnalvariation of water volume flowingintoand out from the fish farm

TablelHydraulic characteristics
Maximum wateI
VOlume（m8）

Maximum wateI・ aI−ea（m2）

Volume of flowing・1n
Water（m8）

Volume of 董lowing−O11t Rate of watez
Wate【（m8）
exchange

5占．2×104
55．．0×104

Tablelに海水交流盗を一億表示した。Mlは高々潮を含む約12時間，M2は低高潮を含む12時間としで，それぞ

れの期間の仝流出・入盟を与えるい 便宜的に・各潮における全流入盈と仝流出盟の平均をそ・の潮紅おける海水交流畳と
呼ぶことに．し，この海水交流盈を前後の低潮時平均貯水恩で割った値を海水交流率としようい Tal）1elのごとくMl潮
で海水交流率7‖9，M2翻る・8と非常に大なる値を与えているい つまり大潮期には，潮汐半周期（約12時間）の間に約占
〜8回見かけ上海水が入れ替ったことに・なる

〔5〕 ま と め
本養魚場ほ例年約25×104尾程度放養しているが，海水交流の見地より収容尾数の−■つの目安を井上2）の方法によ

っで推定してみる
低高潮をはさむ約12時間（Ml，M2，潮の内M2，潮の交流蟄の方が少さいので安全側を見積る意味において）に・つい
て検討するのがよかろうい無次元海水交流率We＝る・8，高一低潮容積比α＝1・・7であるから，井上の図2）（文献2，71頁
第5図）から無次元みかけ放養静密度Dr二1・5（最低溶存酸素畠4り5mg／1として）〜2・・5（最低溶存酸素盈2・8mg／1と
して）となるい 無次元みかけ放謬静密度は次のようにかける．
Df＝（kN＋pVo＋sAb）

転
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したがって：N＝（ⅤちR汚DfノT。−pVo−SAb）／kの関係から収容可能総魚体重Nを求めることができるい低潮時容
積Ⅴ工㍉＝21．8×104m8，平均容積Ⅴ。＝29．．0×104m8，放養魚の単位体重当り単位時間の酸素消費盟k＝8占ロmg／kg血■，
飽和溶存酸素畠Rs＝＝mg／1（8月下旬を対象），単偲容積の海水の単位時間当り酸素消費長p＝0・02〜0一・05mg／

1血，T（，幸12時間，単位時間当り地底の総酸素消費意SAbほ無視することに・して計算すればN＝17×104kg（最低溶

存酸素凱．・5mg／1としで）〜51×104kg（最低溶存酸素盈2、8mg／1として）を得る1・本養魚場の成長結貯）より8月
下旬の魚体星を約500gとすれぼ溶存酸素収支の観点から充分安全側阿見積って54×104尾，ぎりぎりの限度として
占2×104尾という結果になる．しかし本算定に用いた海水交流患は大潮期における測定結果のため，実際はこの収容
尾数よりかなり下回わることは当然である小・そこで他の養魚場に・おける海水交流測定結果より推定して，小潮期の海
水交流率が大潮期の約45％とした場合紅ついて改めてNを算出するとN＝8×仰（Dr＝0・る5に対応して）〜1占×104

（Df＝1．5に対応して）kg，したがって充分安全を考慮して約1占×10塊g，ぎりぎりの上限（この場合慢性的酸素不

足によるかなりの成長抑制がある）として二52×104尾の収容尾数となる・ところで，実際，収容可能患以上に飼養し
て：いると8月上旬から9月上旬にかけて慢性的な酸素不足などの環境条件の悪化をひきおこし成長が抑制されるの

で，成長を詳細にしらぺれば収容密度が適当か香かある程度の検討が可能である…本養魚場昭和57年皮における成長
曲線の解析の結貯）によれば10月下旬軋既に平均1尾1．10kg，11月下旬1小15kgと正常な成長を示めし・また酸素盟
の慢性的不足が認められないから，この年の生産尾数24×104尾は過度収容ではなかったと判断され得る−したがっ
て小潮期紅外挿して推辞した8月下旬の収容尾数の値は本養魚場の能力をはば満足に説明したものといえる
Table2に女木島養魚場および香

Table 2 Number of fish cult11工edin fish fa工mS

川県下の代表的養魚場4）∂）に・おける

単位水面積（平均低湖水面積せ基準）

Fish faIm

および単位水容積（平均低潮水容積

を基準）当りの収容尾数を示めし
た．これからわかるよう町女木島・

喜平島両益魚場の単位水面積当りの
収容尾数が他の養魚場に・比してかな
り大きく表われている．、これは両養

Megijima

Adoike

Kiheijjma

NumbeIOf fisb
cultuI・ed

Number of fish
pe工m瑠
NumbeI・Of fisb
peI・m8菩

魚場とも典型的な潮流々通塾，安戸
池養魚場牲干満差型，楷石島養魚場

ⅩAtmeanlowlevel

はその中問型であって養魚場の海水交流の良否に・非常に影響されて．いる結果である．．浅海養魚の場合，収容密度を表
示するこれら従来の簡嘩な方法は，それ自体では非常に曖昧であるからこの点配慮されなけれは誤った結論に導くこ
とがある小 さらに．厳密な生産尾数算定には小潮期における海水交流畠の日変化および溶存酸素収支の見地より詳細
に，そ・してまた他の要因についても総合的に・研究されることが望まれる．
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Studies on the shallow−marine facilities
for pisciculture
Water・eXChangein the Megijima fish farm
YoshiakiTANAXA，HirooINOUE，RiyoshiFuKUDA
and Tadao MAEKAWA

Itis wellknown that the water exchange plays the principalIOlein the dissoIved oxygen budget
COntrOlling the productivity of the fish farm．So far as we know，llOWeVer，little work has been donein
Order to clarify the actlユalcircumstances of water exchangein the shallow−marine fish farm．The
Megijima fish farm was fixedupon as the sub5ect ofinvestigation
TidalcurrentrunS StrOngly through this fish farm enclosedwith a wallnet。．The water area and
VOlume are7．0×104m2and56‖2×1D4m8at highhighleveland6。0×1O4：Zn2 and 21．8×104m8atlowlow

level，reSPeCtively This shows that the farmis pillar・Shapedin the tidalzone and similar to a sha1low
disbin t血e bottom．

For about4hours at highhigh1eveland for5hours atlow high1evel，the current flowsintothefarm
throughthe wal1net A−B and then goes out thIOugh the wal1net C・B。For theIeSt Of the day（about17
hours），the current runsin tlle OppOSite direction．
The quantities of sea water exchanged for each about12hol】工S Of Mland M2tide are192×104rm8and

164×104m8，and consequently the water exchangeIateS COme tO7。9and6．8times peIabo11t12hours，

IeSPeCtively，in the sprlng tide
Itis commonly experienced that the water exchangein the shallow marine fish farmisso smallduIing
theneaptideas to ciusethe de董icit ofthe dissoIvedoxygen．、Accord3ngly，the optimum number of fish
to be c111tured must be estimated on the basis of the water exchange ratein the neap tide。Assuming
about one−half of the quantity of sea water exchangedin the sprlng tide，it may be concluded fro皿 the
figure givenin Ref．，2 byIno11e that the optimuzn number of fish to be culturedin the Megijima fish
farm amountsto16×104 for extra safety and52×104−for possiblelimit，latein August，When Hanachi

WeigtlS abont500g．
（19占占牢5月51日受理）

