
【コラム E5-1】藻場礁 

藻場造成用のコンクリート礁（通称、藻場礁、または藻礁）は多数考案されている。これらは、

安定性・耐波性に優れ、海藻の着生面積が広いのが特徴である。海藻の着生を促進させる材質や

形状の工夫、浮遊砂が堆積しにくい工夫などが施されたものもある。しかし、年数が経過すれば、

あるいは周辺の環境が変われば、植食動物が集積して「磯焼け基地」になりうるので、投入に当

たっては場所の選定と管理計画の策定が必要である。 

 

藻場礁の詳細な情報は下記のホームページを参照する。 

 日本大型人工魚礁協会  http://www.nissyoukyou.com/ 

 日本消波根固ブロック協会  http://www.shouha.jp/ 

 

   

   

   

   
図 1 いろいろな藻場礁 
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【コラム E5-2】付着生物の除去による海藻の繁茂 

 石川県富来漁港では、5 月に設置したコンクリートブロックにイソモクが初期入植し、その

後、順調に遷移してヤツマタモク、マメタワラが優占したが、9～10 月に設置したブロックには

イタボガキが最初に付着し、数年経過してもホンダワラ類へ遷移しなかった。そこで、ホンダ

ワラ類が成熟する 3 月にイタボガキを除去したところ（図 1）、10 月にホンダワラ類の葉体を

確認することができた（図 2）。以上のことから、ブロックに海藻を入植させるには、対象とす

る海藻の成熟期を考慮して施工時期を調整する必要があること、競合する付着動物が優占した

場合には、海藻の成熟期に付着動物を除去する必要があることがわかる。 

 

 
図 1 コンクリートブロック表面に付着したカキ殻などを削り取った状態 

 

 

図 2 6ヶ月後にホンダワラ類の幼体が着生 

 

安藤ら(2000)：自然調和型防波堤の海藻の遷移特性，平成 12年度日本水産工学会学術講演会論

文集，5-8． 

安藤ら(2001)：石川県富来漁港における自然調和型防波堤の海藻の遷移特性（第 2 報），平成

13年度日本水産工学会学術講演会論文集，37-38． 
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Ｅ６．基質形状の工夫 

 

海底に設置する基質には、海藻の着生を促進したり、浮泥堆積の影響を軽減したり、植

食動物の摂食圧を軽減したりするために、形状の工夫が行われている。 

【解説】 

１）浮泥の堆積防止の工夫 

浮泥が堆積しにくく、基質面が露出していると、海藻が入植しやすい。浮泥が堆積しに

くい構造として、構造物の垂直（急斜）面や稜角部、細い部材、突出構造や多孔質構造、

軽素材による揺動体などが挙げられる。 

垂直（急斜）面では、漁港や防波堤の側面などの植生を参考にすることができるが、懸

濁物が多い場合には、濾過食性の動物（イガイ類など）と海藻の競合も起こりうる。基質

の角度については、これまで海藻の着生しやすさの点から検討されているが、浮泥の堆積

との関係も明らかにしていく必要がある。 

コンクリートブロックで稜角部では流速が大きいため、浮泥が払拭されやすく、付着基

質が露出しやすい。そのため、稜角部ではコンブ・アラメ・カジメ類が付着し易く、エッ

ジ効果と呼ばれている。逆に、平坦面では浮泥が堆積しやすく、海藻が着生しにくい場合

がある。そのような場合には、浮泥の払拭と海藻のタネの付着を促す工夫として、大きな

稜角部を有する突出物をブロック面に固定することがある（コラム E6-1）。 

突出構造の例としては、コンクリートブロックの表面に植石されるこぶし大の天然石や

多孔質コンクリート板の装着が挙げられる（コラム E6-2）。多孔質コンクリート板では、

突出部を大きくするため、大きめの粗骨材を使用することが望ましい。粗骨材としては天

然の石や貝殻を利用することもある。粗骨材が小さいと付着動物に埋もれ、突出構造を維

持できない。突出構造はウニや巻貝など匍匐性の植食動物の摂食から海藻の幼芽を守り、

平坦なブロックよりも食べ残しが増える。 

消波ブロックを海藻の着生基質とする場合は、突出物を取り付けしにくい。この場合に

は、ブロックに溝を形成し、溝の縁を稜角部とする工夫がなされている（コラム E6-3）。

ただし、溝の幅が狭いとウニや巻貝の住み場となり、溝の縁にも海藻が生えないこともあ

る。植食性動物が多い海域では生息しにくい幅広の溝を形成する工夫もなされている。 

細い部材は、L 型鋼を用いたジャングルジム魚礁のような構造で採用され、広い面を有

するコンクリートブロックよりも海藻の群落が維持されやすい。軽素材の揺動体としては、

ロープや人工海藻の利用が考えられるが、流失して環境汚染源とならないようにしなけれ

ばならない。 

 

２）食害対策としての基質の工夫 

ガンガゼは鉛直面を上りにくいことから、背の高いブロックや柱状の構造体を設置し

て摂食圧を軽減できる。また、植食性魚類の捕食圧を低下させる棘状構造物を基質に固

定し、海藻の生残率を向上させる試みもある（コラム E6-4）。 
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【コラム E6-1】浮泥の堆積しにくい工夫 

 （財）電力中央研究所では、アラメ・カジメ幼体の生育に有効な形状として「ケルプノブ」

を開発した（図 1）。砂地海底に設置された基質は、植食動物が少ないものの砂や浮泥が堆積

しやすく、着生したアラメやカジメなどの幼体が生長する前に覆われてしまう。そこで、ブロ

ックなどの基質の表面に逆台形の突起物「ケルプノブ」を設けることで、浮泥の堆積しない場

所が確保され、アラメやカジメの生育に効果がみられた。 

 

  

図 1 ケルプノブ 

 

関東電気協会(1991)：電力マンスリー，39，1，3-5． 

 

 

【コラム E6-2】植石や多孔質コンクリート板による海藻の着生促進 

ブロックの天端面にこぶし大から人頭大の石等を植石することにより表面粗度を大きくし、

浮泥の払拭や海藻の種の付着促進を行うことがある。図 2は栗石を天端に埋め込んだ事例であ

る。図 3の多孔質コンクリート板は、基質の表面積が大きいため、海藻のタネの着生量は多い。

しかし、数年後は付着生物に覆われて多孔質の機能が低下する。 

 

  

図 2 植石ブロック 図 3 多孔質コンクリート板 

 

砂や泥
アラメ・カジメの種が
付着しやすい

ケルプノブ根が角の部分を握るように
発達し、固着力が強くなる

幼体

ブロック
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【コラム E6-3】溝による海藻の着生促進 

海藻の着生促進を期待して消波ブロック等の表面に溝を作る場合（図 1 上段）があるが、溝

にはウニや巻貝、イワガキなどが定着して埋まったり磯焼けになったりすることがある（図 1

下段）。 

  

  

図 1 溝付きブロック 

 

【コラム E6-4】棘状突起による食害防御 

 ブロックに棘状突起を取り付けたところ、対照区と比較して、全体的にノコギリモクの着生

密度や全長が高くなり、植食性魚類の食害から守られた事例がある（柴田ら，2011）。 

 

  

図 1 棘状突起による食害防御 

柴田ら(2011):長崎県壱岐市大島における磯焼け対策技術の検証－第２報，平成 23 年度日本水

産工学会学術講演会講演論文集，91-94. 
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Ｅ７．栄養塩の供給 

 

海藻の生長に必要な栄養塩を供給して藻場を回復する方法である。海域に不足している

栄養塩等を人為的に供給する施肥と海洋深層水を利用した海域の肥沃化などがある。 

【解説】 

１）施肥 

施肥の原則は、海域で不足しがちな成分を人為的に供給することである。食害や激浪、

浮泥などの影響が考えられない磯焼けの原因として、栄養塩不足の懸念がある場合には、

図 E7-1のフローを参考に施肥の導入を検討する。施肥は、海藻以外の生物への影響も想定

されるので、最初は小規模な試験を実施し、効果が確認できてから規模を拡大する。 

 

 

 

 

図 E7-1 施肥の検討フロー 

 

最初の取り組みは、栄養塩の実態を把握することから始める。藻場と磯焼け海域で定期

的に水質調査を実施し、藻場と比べて磯焼け域で不足する成分を把握する。次に、施肥の

目標とする成分や施肥の範囲を設定し、施肥材を選定する。施肥材の溶出速度を確認し、

栄養塩の供給目標（目標濃度）を維持するために必要な施肥材の投入量を設定する。 

栄養塩の実態把握
・不足する成分の把握

目標濃度
の確認

施肥試験の実施

事業化の検討

yes

No

モニタリング

判定

No

他の要因に対する対策

施肥の計画
・目標濃度の設定
・施肥範囲の設定
・施肥材の選定
・施肥材の投入量設定

yes
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目標濃度を維持できる目途がたった場合は、現地試験を実施し、定期的な水質調査でこ

れを確認する。目標濃度が確保できなければ、施肥材や投入量の変更を検討する。 

施肥期間が終了したら、海藻の繁茂期にモニタリングを実施する。海藻が繁茂しない場

合は、磯焼けの継続要因は別にあるので、対応を見直す。海藻が繁茂した場合は、事業化

に向け、施肥範囲の拡大による経済性（費用対効果）を検討する。なお、施肥範囲の拡大

や濃度水準の引き上げには、環境への負の影響についても配慮が必要である。 

 

（１）栄養塩の実態把握 

磯焼け域と近隣の藻場において、流動環境が類似した場所を選び、海底から採水し分

析する。分析では溶存態の窒素（アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素）の濃

度とリン酸態リンの濃度を測定する。水質調査は、毎月、あるいは、近隣の藻場で優占

する海藻の発芽期、生長期、繁茂期などの節目で行う。水質は、時間的にも空間的にも

変動するので、調査は可能な範囲で頻度を高め、複数地点で実施することが望ましい。 

水質調査の結果を磯焼け域と藻場の間で比較し、磯焼け域で不足した成分やその時期

を把握する。不足する成分が明確ではない場合は、施肥による効果が期待できないので、

他の磯焼け対策を検討する。不足する成分が判明した場合は、施肥の計画を進める。 

 

（２）施肥計画 

 目標濃度と施肥範囲の設定 

多くの海藻では、生活史を通じた栄養要求に関する研究例が少なく、どの成分が、い

つ、どの程度必要かを決定することは難しい（コラム E7-1）。施肥の計画では、必要な栄

養塩の成分と目標濃度を設定しなければならないが、既往の研究を参考にするか、近隣

で残存する藻場の栄養塩濃度を目標にする。施肥を実施する時期は、栄養塩が不足する

期間、あるいは、対象とする海藻の生活史で必要な時期とする。 

施肥は、最初は小規模な試験を実施し、その効果が確認できてから徐々に拡大するこ

とが望ましい。当初の施肥範囲は、地形にもよるが、まず 10～100 ㎡とし、試験の成果

が良ければ、徐々に拡大する。 

 施肥材の選定 

施肥材としては、無機態の栄養塩を供給する化学肥料、魚粉やイカゴロ等を原料にし

た有機肥料が使われる。以下に示す特徴を考慮し、現地で利用しやすい肥料を選択する。 

 化学肥料 

一般的に、安価な硫酸アンモニウム（硫安）や塩化アンモニウム（塩安）が使用

されている。硫安は代表的な窒素肥料で、無色透明な結晶（斜方晶系）で水に容易

に溶ける。塩安は塩化物イオンとアンモニアイオンを化合させたもので、水溶性で

あり白色、無臭の結晶である。リンは過燐酸石灰、重過リン酸石灰などが使用され

ている。 
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 有機肥料 

魚粉や水産加工残渣等を利用した有機肥料が使用されることがある。有機物のま

ま溶出しても海藻に直接吸収されることはなく、磯焼け対策としての速効性は期待

できない。発酵もしくは分解により、多少とも無機化されているものがよい。また、

有機肥料は、海洋汚染防止の規制対象になる場合もあるので、留意が必要である。 

 

 施肥材の投入量の設定 

設定した範囲内で栄養塩が目標濃度となるように、施肥材の投入量を設定する。正確

な予測は三次元の拡散計算を実施することが望ましいが、比較的簡易な算定方法により

施肥量を予測することができる（技術ノート E7-1）。施肥材の溶出速度は、化学肥料の液

肥の場合は、液肥に含まれる窒素やリンの組成率と送水流量によって決定する。固形肥

料では、窒素やリンの溶出速度を水槽実験によって求める。なお、固形肥料は、ふつう

時間の経過に伴い溶出量が低下するので、留意する。 

 

（３）施肥試験の実施 

試験の実施に際しては、以下の事項に留意する。 

 対照区の設定 

施肥区に対して、必ず対照区を設定する。対照区は、施肥区と同じ水深帯とし、底質

や波当たりおよび植食動物の密度が施肥区と類似していることが望ましい。 

 

 植食動物の除去 

ウニ等の植食動物が多く分布する海域では、食害により施肥の効果がわかりにくくな

る。このような場所での施肥試験では、施肥区と対照区の両区で、ウニや巻貝等の植食

動物を徹底して除去してから実施することが望ましい。周辺からの植食動物の再侵入が

危惧される場合は、両区の周辺にウニフェンス等を設置して再侵入を防ぐようにする。

植食性魚類による食害が懸念される場合は、両区ともカゴで囲って食害を防ぐとよい。 

 

（４） 目標濃度の確認 

施肥試験では定期的に水質調査を実施し、施肥区で目標濃度が維持できているか確認

する。水質に関しては、施肥前の周年データを得ておくほか、施肥前、施肥中、施肥直

後に数回、調査を実施する。海水は鉛直混合しにくいので、施肥材が溶出している水深

と同じ水深で採水する。なお、流れが強いと、溶出した栄養塩がすぐに希釈される。し

たがって、採水は流れが小さい時に実施する。施肥期間中に溶出濃度が低く、目標濃度

が維持できない場合は、追肥を検討する。 
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（５）モニタリングと効果の判定 

海藻が繁茂する時期に、海藻の状況をモニタリングする。モニタリングは、施肥区と

対照区において実施し、両区の比較から施肥材の効果を把握する。海藻は種ごとに被度

や葉長を測定する。また、施肥区と対照区において、50×50cmあるいは 1×1ｍの枠内の

海藻を刈り取り、優占種の湿重量、葉長、個体数などを測定するほか、体色や成熟状況、

種組成なども調べ、両区で現存量や生育密度、品質および種の多様性について比較する。

これらの結果をもとに効果の判定を行う。 

なお、施肥によって海藻の質が変化する場合がある。例えば、コンブ類では施肥によ

って色が濃く、葉体の厚みが増し（成熟も進行）、紅藻では施肥によって赤味が増すので、

モニタリング時には写真で海藻を撮影し、葉体の厚みはノギス等で計測する。 

施肥区域で目標濃度の栄養塩濃度を確認できても、海藻が増えない場合は、磯焼けの

継続要因が栄養塩不足（だけ）ではない可能性が高く、他の生長阻害要因も検討する。 

 

（６）事業化の検討 

施肥後のモニタリングの結果、予定していた藻場の形成が確認され、近隣の藻場（対

照区）に匹敵する現存量となれば、事業化の可能性がある。施肥材の購入や設置に支出

する金額と海藻の現存量が増えたことによる水産物の水揚げ量の増加を比較し、事業計

画を立て、藻場の拡大を図るようにステップアップする。 

 

２）海洋深層水を利用した海域の肥沃化 

 海洋深層水は、栄養塩濃度が高く低温かつ清浄な海水であり、全国各地の取水施設では

様々な目的で利用されている。一部の取水施設では、排水を利用して藻場に栄養塩を供給

した事例がある（コラム E7-5）。取水施設では揚水ポンプによる汲み上げが行われているが、

排水の有効利用であればコストも小さく、今後も検討に値する。 

なお、河川水を磯焼け域に導水すると栄養塩濃度を高められる可能性があるが、今のと

ころそのような事例はない。ノリ養殖では窒素不足による色落ち対策として、収穫前に陸

上のため池を放水して栄養塩を供給する試みが行われている。磯焼け対策でも今後は栄養

塩濃度の高い河川水等の有効利用に関する検討が望まれる。 

 

３）基質からの溶出 

 海藻の着生基質であるブロックに肥料を混ぜ込み、継続的に栄養塩を溶出させる方法が

ある。溶出成分によって、窒素やリンなどの多量栄養塩を溶出するタイプ、微量元素の鉄

を溶出するタイプなどがある。基質からの栄養塩の溶出は海水への浸漬の当初に限られ、

有害なレベルに達する場合もあるが、長期的にみれば、影響範囲は基質表面の近傍のみと

想定される。 
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