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図 3-4 窒素を散布した場合の濃度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  施肥試験の実施 

3.6.1 対照区の設定 

 施肥材の投入量を決定後、小規模な施肥試験を実施し、モニタリング調査でその効果を

判定する。その後、本格的な実施を検討することが望ましい。最初に取り組む小規模な施

肥試験は溶出量の検定を行うため、海水流動の激しい場所は避けることが望ましい。施肥

試験では施肥区のみならず、必ず対照区を設定するものとする。対照区は施肥区と同じ水

深帯とし、底質や波当たりが同じような環境であり、海藻が繁茂している場所とする。ま

た、対照区の設置位置は、施肥区から溶出した栄養塩が影響しないように、施肥材の影響

範囲の外に設定することとする。この試験により、流動条件に応じた効果範囲が明確にな

るため、施肥範囲を拡大する際には、施肥材の配置間隔の決定に参考にするとよい。 

 

3.6.2 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、栄養塩を供給して海藻が生長しても、食害

に勝つことは難しいため、施肥の効果が判断できなくなる。したがって、施肥試験ではウ

ニや巻貝等の植食動物を徹底して除去することが望ましい。なお、植食動物の除去は施肥

区と対照区で実施する。除去後に周辺から植食動物が再侵入することが危惧される場合は、
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施肥区と対照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、施肥区と対照区をそれぞれカゴで囲って食

害を防ぐ必要がある。 

ウニフェンスやカゴの設置については磯焼け対策ガイドラインを参照するとよい。 

 

3.6.3 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、予め施肥前の周年データを則得しておくほか、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  モニタリング調査 

 表 2-2 に技術的な課題を示したように、施肥には検討すべき課題が多く、精緻な計画を

立てにくいのが現状である。施肥により、必ずしも想定していた対象種が増殖できるとは

限らず、雑海藻が繁茂した事例もある。したがって、施肥の実施後は、定期的に溶出して

いる栄養塩の成分や濃度を水質分析によって把握しながら、海藻の状況をモニタリングす

る必要がある。モニタリング調査で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。 

3.7.1  溶出成分の確認 

モニタリングでは定期的に水質調査を実施し、施肥材から栄養塩等が目標濃度に達して

いるかを確認し、溶出濃度が低いようであれば、追肥を検討する。水質調査は施肥区と対

照区で実施し、その比較で施肥材からの栄養塩の溶出を確認する。 

緩効性の固形の施肥材では、溶出濃度は低い可能性があるため、溶出の確認のためには

施肥材の近傍（1m 以内）で採水するとよい。流れがある場合には溶出した栄養塩がすぐに

希釈されるので、採水は流れが小さい時に実施する。分析項目は対象とする施肥材によっ

て決める。採水や分析方法については 3.2 を参考にする。 

水質調査の測定間隔は、施肥材の想定される溶出期間を参考に、施肥材の設置後、溶出
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期間の中間、溶出期間の満了前とすると、施肥材の溶出特性が把握できる。 

 

3.7.2  海藻の繁茂状況の確認 

 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。 

 

3.7.3  事業化の検討 

 モニタリング調査の結果、目標濃度が維持でき、対照区と同程度の藻場の現存量となれ

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。 

 

 

 施肥の事例紹介 4

4.1 液肥の事例 

北海道のホソメコンブを対象にした液肥試験が、北海道立総合研究機構水産研究本部に

よって平成 21 年度から 24 年度まで実施された(北海道水産林務部，2014）。試験場所は磯

焼けが継続する日本海に面する上ノ国地区であり、試験方法は硫酸アンモニウム(硫安)を海

水に溶かし、液肥として防波堤の背後の静穏域（施肥区）に供給した。対照区は漁港の外

である。ウニが分布するので、実験開始前にウニ除去を実施している。平成 21 年度はコン

ブの遊走子が着底する 10 月からコンブが生長する 5 月末まで液肥を供給した。平成 24 年

度は10月からコンブの発芽期の2月までを施肥期間とし、合計で硫安3.5t（窒素量換算 0.7t）

を供給した。目標濃度は窒素 1.0mg/l である。調査結果は、施肥の効果がみられ海藻が増え

たが、コンブの胞子の供給源がなく、コンブは繁茂しなかった。一方、波浪の強い対照区

ではホソメコンブが入植した。コンブの胞子付基質では液肥による生長促進効果が見られ、

液肥を実施する際に、ウニ除去とコンブの胞子の供給源を確保する必要があると考えられ

た。 
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写真 4-1 施肥施設（液肥供給）と平成 24 年度調査時の施肥区と対照区 

 
図 4-1 施肥時(H25.2)の窒素濃度(mg/l)の分布と繁茂時(H25.5)の海藻の現存量(g/㎡) 

 
図 4-2 平成 25 年 4 月のモニタリング結果（水深ごとの海藻の被度） 

施肥区では緑藻が多く、褐藻が少ない。対照区では緑藻が少なく褐藻が多い。 

4.2 固形肥料の事例 

 北海道の寿都町では、水産加工残渣や発酵木材チップ・オガクズ等の有機物を利用した

施肥材を研究開発している。発酵させた施肥材は粉状であるが、固化剤を使用して造粒し

たり、ブロック化したり、多様な用途に使用できるようにしている。効果実験では、天然

の静穏域を利用してウニを除去し、コンブの生長する春に施肥を実施した。 

 当初は、ペレットを充填した麻袋を岩礁に開削した溝内に設置する実験を行った。3 月に

設置して合計 5ton を投入した。水質調査では栄養塩濃度を明確に上昇させるまでには至っ

ていないが、施肥材を設置した試験区のコンブは対照区に比べて色が濃く、健常なコンブ

であった。 

次に、固形化ブロックを写真 4-2 の位置に設置したところ、施肥材の周辺のコンブは良

好に成長したと報告している。ただし、鉄鋼スラグをウエイトとして施肥材に混入してい

るものの重量が小さいことから、波で動き易く、安定性に課題が残されている。また、栄

養塩の溶出量が小さい等の課題が残されている。 
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写真 4-2 現地調査場所（寿都地先；5月） 

  

麻袋（溶出量が大） ブロック固形化（溶解速度小） ペレット固形化（直接投入）

写真 4-3 研究開発中の施肥材 

 

 

 

4.3 鉄分供給ユニットを海岸に埋設した事例 

 北海道の日本海に面する増毛町の海岸において、ホソメコンブの成熟期に先立ち、鉄鋼

スラグと腐植土を容積で 1:1 に混合した鉄分供給ユニットが 2004 年に海岸に埋設された

（図 4-3）。この渚付近はウニの生息密度が低く、水深約 1m 以深にはキタムラサキウニが

分布している。設置後の半年(1 年目)は特に変化がなかったが、2 年目の 2006 年には実験

区の浅所における海藻の現存量が対照区より多くなった。同時に実施された水質調査で全

窒素と全リンの濃度は調査区と対照区とも同じであったため、海藻が増殖した理由は鉄分

供給効果と考えられた。溶存態鉄の測定は 3 年目から実施されたが、5 年目までは実験区で

濃度が高かった。沿岸の海水は pH や溶存酸素が高く、鉄鋼スラグから鉄は溶出しにくいこ

とが予想されるが、海岸に埋設したことによる還元条件、pH の低い地下水の浸透によって

鉄の溶出量が多かった可能性がある。鉄の溶出が持続した要因の更なる解明が望まれる。 
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図 4-3 北海道の増毛町の海岸線に埋設された鉄分供給ユニット 

図 4-4 実験区と対照区の位置と海藻の現存量の推移 

 
図 4-5 海水中の溶存態鉄の濃度の経年変化 

4.4  鋼製ボックスタイプの鉄分供給ユニット 

平成 24 年から 26 年度に本業務において、穴の空いた鋼製の箱に鉄鋼スラグと腐植土を

装填した鉄分供給ユニットの効果調査を実施した。鉄鋼スラグからの鉄分の溶出を調べる

ため、全鋼板に重防食塗料を塗布して鋼板から鉄が溶出しないようにした。平成 24 年度で

は、大分県佐伯市名護屋湾、北海道余市郡の余市港、積丹町の美国地区に鉄分供給ユニッ

トを設置した。その結果、名護屋湾と余市港では、ユニットの孔部から約 5cm の位置の溶

存態鉄濃度が対照区と同じかやや高い傾向があったが、周辺の海水中の鉄分を有意に上昇

させるほどの高濃度ではなかった。鉄が溶出しにくい原因は高 pH で溶存酸素の高い海水が

鋼製の箱の中に入るために、鉄が溶出しにくいものと推察された。 
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重防食塗布した鋼製ボックス 内部の施肥材と強化型施肥材 鉄分供給ユニット（腐植土と鉄鋼ｽﾗｸﾞ）

写真 4-4 鉄分供給ユニット 

 

平成 25 年度(2013 年度)は、ユニットに強化型の施肥材を追肥し、その後、強化型施肥材

を約 3 ヶ月ごとに交換することとした。また、水質調査に加え、藻体中の鉄分量を測定し、

取り込まれた鉄分量と海藻の現存量や葉長、ホソメコンブでは肥大度と比較した。対象種

は、名護屋湾ではマクサ、ヨレモクモドキ、クロメ、ノコギリモク、余市と美国ではホソ

メコンブとした。各地区とも対照区を設定し、対照区との差で鉄の溶出効果を判定した。 

名護屋湾での結果の一部を図 4-6 に示す。追肥は 11/8、3/3 に実施した。ユニット近傍(孔

口から 5cm)とユニットから 1m 離れた位置では、11 月の調査以外は対照区と比較して溶存

態鉄の濃度が高く、施肥の効果が確認できた。ただし、濃度は対照区の 1.5 倍程度で、ユニ

ットからの鉄の溶出範囲は狭いことが推察された。3 月の追肥後 2 ヶ月経過した 5 月の水質

調査では、ユニット近傍と対照区で大きな差はなくなった。図 4-7 にマクサの藻体中の鉄分

含有量を示す。実験区はユニットから 1m の範囲に分布しているマクサ、対照区はユニット

から約 10m 離れた位置のマクサを採取した。藻体中の鉄分含有量は季節変化があり、2 月

に最も鉄が取り込まれていたが、繁茂期の 5 月では鉄分含有量が少なく、実験区と対照区

の差がなくなった。これから、本海域における強化型施肥材の効果の発現期間は数ヶ月と

想定された。 

図 4-8 はユニットから 1m、5m の位置および対照区で 10×10cm の枠内のマクサの藻体

中の鉄分含有量と現存量の関係を示した。ユニット近傍の実験区と対照区との現存量の差

は無く、鉄分含有量と現存量に正の相関は確認できなかった。名護屋湾のクロメ、ノコギ

リモク、ヨレモクモドキおよび美国のホソメコンブでも同様な傾向であり、藻体中には鉄

分が吸収されているが、現存量やコンブの肥大度の増大には効果が見られない結果となっ

た。なお、余市ではウニの食害で実験区のホソメコンブが無くなり、施肥の効果があった

か否か答えは出せなかった。 
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図 4-6 マクサの実験における溶存態鉄の濃度  図 4-7 マクサの藻体中の鉄分含有量 

 

図 4-8 マクサの鉄分含有量と現存量との関係  写真 4-5 鉄分供給ユニット上のマクサ 

 

鋼製ボックスの実験に先だって、函館や寿都に設置された鋼製ボックスで水質調査を行

ったところ、ボックスに空けられた穴部分の鉄濃度は 30～60μｇ/ｌと高濃度であった。本

実験のように鋼板に重防食塗装を施すと鉄の溶出濃度が低く、既往の調査結果や函館や寿

都での結果と大きく異なった。これは、既往の調査では鋼板自体からの鉄の溶出も加えた

鉄濃度を測定した可能性が高いと推察された。 

鋼製ボックスを利用した鉄分供給ユニットから鉄を溶出させるには、ユニット内部の pH

を低くしなければならない。海水の pH はおおむね 8 以上の海域が多く、鉄鋼スラグから鉄

を溶出させるには、低 pH の海水とする工夫が必要である。強化型施肥材は pH を下げるた

め腐植土の選定や木酢液の利用等の配慮がなされているが、効果の継続期間が数ヶ月であ

ることから、長期的な利用のためには更なる改良が必要と考えられる。安定して鉄分供給

ユニットから鉄を溶出させるには、pH の低い河川水や地下水などの利用が期待される。 

   

  あとがき 5

 水槽での培養実験、海藻の含有成分の分析から想定される栄養塩の要求成分を整理し、

施肥を実施する際の目安としてまとめた。藻場では、光条件や流動環境が刻々と変化し、

捕食されたり、浮泥などに覆われたり、様々なインパクトが海藻に作用している。そのよ

うな環境変動の中で、栄養塩は水温と同様に最もベースとなる環境要因であるが、フィー
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ルドでのデータが乏しく、精緻な計画が立てにくい状況ではあるが、施肥に取り組む際の

検討フローを提示した。 

施肥はこれまでは費用対効果が明確ではなく、成果があっても局所的である場合が散見

され、本格的な事業化に至っていない。施肥が継続できない理由は、費用対効果が合わな

いことによるものと思われる。しかし、本資料集にも紹介した通り、最近になって、科学

的根拠に基づく施肥の取り組みも進められている。また、水温上昇や栄養塩濃度の低下は

各地で進んでおり、藻場の衰退にさらに影響してくる可能性があるため、今後も海藻の成

長と栄養塩（施肥）の関係については研究が継続されることを期待する。 

 沿岸域の溶存態鉄濃度は、窒素やリンに比べると非常に低いが、外洋の鉄濃度に比較す

ると高いのも事実である。一方で、藻場の主要構成種である大型褐藻は、海藻の中では鉄

の要求量が比較的少ない種が多い。藻類には鉄は必須の元素であるが、藻場に必要な鉄の

研究が少なく今後更なる研究の進展が望まれる。大分県や北海道で実施した溶存態鉄濃度

は鉄不足とされる外洋の表層水の 10 倍から 100 倍高い濃度（Fe/P 換算）であったことも

あり、鉄の効果を十分に把握できていない。施肥の基本は不足する成分を供給することで

あるから、沿岸域において鉄が不足する磯焼け海域を選定することが最も重要であること

が改めて考えられた。 
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水産生物の生活史に対応した漁場環境形成推進委託事業のうち各生活史段階に 

応じた漁場機能を強化する技術の開発・実証に係わる検討委員会 
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越智 昭彦 (一社)日本プロジェクト産業協議会 事業企画部 次長 

（委員等は技術資料作成時の担当者を示す） 

 

本技術資料に関する問い合わせ先 

水産庁 漁港漁場整備部 整備課 

100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 
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Ⅰ 調査課題名 

漁場機能を強化する技術のとりまとめ 

改訂版 磯焼け対策ガイドライン 

 

Ⅱ 実施機関及び担当者名 

実施機関： 

一般社団法人 水産土木建設技術センター 

独立行政法人 水産総合研究センター 

独立行政法人 水産大学校 

株式会社 沿岸生態系リサーチセンター 

株式会社 アルファ水工コンサルタンツ 

 

Ⅲ 調査概要 

「磯焼け対策ガイドライン(2007 年)」は、漁業者自らが主体となって磯焼け対策を実施

するための技術的なガイドラインとして広く活用されてきたが、作成されてから約 8 年が

経過している。最近では、植食性魚類などによる磯焼けの被害の拡大していることから、

磯焼け対策ガイドラインの改訂が求められていた。こうしたことから、本事業の 3 つの技

術（漁場機能を阻害する要因の除去技術、漁場機能増進技術、漁場環境修復技術）を踏ま

え、かつ実状に合った対策手法となるように改訂作業を行った。 

 

Ⅳ 調査方法 

これまでの調査において冬季に消波堤にてイスズミ類の群れが確認されている 2 地区に

おいて、沿岸漁業者の経験や知恵を活用し、群れ形成の時期変化も考慮しつつ、これらイ

スズミ類を刺網で効率的に漁獲する手法について検討を行った。また、その漁獲物を対象

に、種組成・サイズ・GSI・胃内容物を把握し、知見の収集を行った。 

 

Ｖ 主な改訂事項 

 藻場・磯焼けに関する知見の充実 

 順応的管理手法による磯焼け対策のサイクルの見直し 

 磯焼け対策フローの見直し 

 植食性魚類等の生態に関する知見の充実 

 新しい対策技術や改良事項の追加・変更 

 事例紹介の追加 
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まえがき 
 

四面を海に囲まれた我が国において、水産物は貴重なたん白源として、また健康な日本

型食生活を支える重要な食料であり、私たちの生活になくてはならないものです。将来に

わたり、水産物を安定的に国民の皆様に提供することは、水産業に係わる我々の使命です。

水産物を安定して提供するためには、水産生物の生育環境を良好な状態に維持する必要が

あり、水産庁では、水産基本計画や漁港漁場整備長期計画のもと、水産生物の産卵・生育

の場として重要な藻場や干潟の保全・創造をはじめとした水産環境の整備を推進している

ところです。 

しかし、近年、藻場が大規模に消失する『磯焼け』と呼ばれる現象が全国の多くの沿岸

域で見られており、我が国の水産業に多大な影響を及ぼしています。磯焼けの原因は様々

ですが、食害生物によるものとしてはウニによる食害が有名です。また、温暖化で活発と

なった植食性魚類の摂食による影響も多くの地域で見られるようになっています。 

これまで水産多面的機能発揮対策事業などを活用し、漁業関係者を中心に食害生物の駆

除や防御フェンスの設置、母藻投入など藻場の保全活動が多くの地区で行われており、ウ

ニの食害に対しては一定の成果が現れていますが、魚による食害対策など課題が残されて

います。 

水産庁では、既往の研究成果や研究機関等の協力を得ながら平成 18 年度に『磯焼け対

策ガイドライン』を策定し、その後平成 19 年度からは、磯焼け対策全国協議会の開催に

加え、漁業者への磯焼け対策の技術的サポートや技術開発を委託事業により行ってきまし

た。これまでに得られた新しい知見を取り入れ、このたび『磯焼け対策ガイドライン』の

改訂に至ったところです。特に植食性魚類の生態的知見や駆除技術に関する記載の充実を

図るなど、最近の磯焼けの状況を踏まえた新たな対策を追加しています。 

ガイドラインの改訂にあたっては、東京海洋大学の藤田大介准教授をはじめとする各分

野の専門家の方々から貴重な御助言を頂き、具体的な事例を取り入れながらわかりやすく

解説することに努めました。 

磯焼け対策に取り組まれている多くの皆様に、本ガイドラインを有効に活用していただ

き、全国の藻場が保全され、そして回復していくことを切に願っています。 

 

平成 27 年 3 月 

 

 水産庁漁港漁場整備部長  髙吉 晋吾 

 

 

 

 

 

 

 



  




