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北海道日本海沿岸における

磯焼け箇所の藻場回復について
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寿都漁港周辺海域において、藻場が衰退、喪失する磯焼けが深刻な状況となっており、太宗魚種であるホ

ッケの水揚げが大きく減少するなど漁業活動にも大きな影響を与えている。

このため、平成 24 年度に「磯焼け対策緊急整備事業計画」を策定し、漁港施設への藻場機能の付加、ウ

ニの食害抑制、海中林の整備、栄養塩の供給などを柱とした総合的な磯焼け対策を進めている。

本論文では、これまでに実施した磯焼け対策の取組み内容・成果について報告するとともに、現時点にお

ける課題を考察し今後の取組方針等について報告するものである。
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1． はじめに

藻場は水産生物の産卵場・生息場となっているほか、

水質浄化やCo2吸収源として重要な役割を果たしている

が、近年、北海道日本海沿岸を中心に藻場が著しく衰退、

消失する磯焼けが深刻化しており、水産資源や漁業生産

量が大きく減少するなど地域の水産業に大きな影響を与

えている。

寿都周辺海域においても同様に磯焼けが深刻な状況と

なっており、水揚げの大半を占めるホッケの漁獲量が過

去最低水準まで減少するなど、その影響は漁業者にとど

まらず、地元水産加工業など水産業を基幹産業とする寿

都町の地域経済全体にまで及んでいる。

水産庁においては、低位で推移する水産資源の回復対

策を水産基盤整備の重点施策のひとつとして掲げ、海域

全体の生産力の底上げを図るための藻場・干潟の整備を

推進しているところであり、平成 23 年度には、藻場の

食害防止に必要な施設の設置、食害生物の駆除、海藻類

の播種、モニタリング調査等をパッケージとした「磯焼

け対策緊急整備事業」に従来の漁場整備に加えて漁港整

備が位置づけられた。

寿都地域では、従来から開発局、地元自治体、漁業者、

研究機関らが連携して磯焼けの解消に向けた取り組みを

進めてきたが、総合的かつ大規模な磯焼け対策を推進す

るため、平成 24 年度に漁港整備事業では全国初となる

「磯焼け対策緊急整備事業計画（以降、「磯焼け対策計

画」）」を策定し、各種取組みを行うこととした。

本論文では、これまでの各種取組み・成果を報告する

とともに、現時点における課題、今後の取組み方針等を

報告するものである。

2． 磯焼け対策計画の概要

磯焼けの発生要因は十分に解明されていないものの、

海域によって異なり、また、いくつかの要因が複合して

いるものとされ、寿都周辺海域においては、海水温の上

昇によってウニの活動時期が早まり海藻類が成長する前

に食害を受けてしまうこと（ウニの食害）、河川等から

の栄養塩の流入量が減少し海藻類の成長に必要な養分が

少なくなっていること（海域の貧栄養化）が主な要因と

考えられている。

磯焼け対策計画では、これらの要因に着目するととも

に寿都町におけるこれまでの活動成果を踏まえ、ウニの

食害抑制を目的とした背後小段付傾斜堤の改良（背後小

段嵩上げ。波浪の抑制にも寄与。）、ウニ侵入防止フェ

ンスの設置、ウニの密度管理、海中林の設置、栄養塩の

供給を目的とした施肥ブロックの投入を主要対策として

位置づけ、取組みを進めることとした（写真-1、図-1）。
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写真-1 寿都漁港磯焼け対策計画概要
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3. 磯焼け対策（ハード対策）の取組み

3-1 背後小段付傾斜堤の改良

背後小段付傾斜堤は、通常の消波ブロック傾斜堤の港

内側に捨石部（背後小段）を設け水深を浅くし、着生し

た海藻の光合成促進を目的とした自然環境調和型構造物

である。

従来の背後小段の水深は-4.0mであったが、コンブな

ど大型褐藻類が繁茂せず、キタムラサキウニが高密度に

分布する状況が確認された(写真-2)。

このため、ウニの食害を抑制する物理的環境を創出す

ることを目的に、背後小段の天端高を-4.0mから-1.0m 

まで嵩上げ改良を行うこととし、嵩上げの際には基礎捨

石と海藻の着生を良くするため、溝付きの根固方塊ブロ

ックを用いることとした(図-2)。

嵩上げ改良は平成 24 年度に着手、平成 26 年度に完

成（写真-3）しており、整備後は海藻類の繁茂が確認さ

れている(写真-4)。

3-2  背後小段施工後のモニタリング

施工後の藻場創出効果、ウニの食害抑制効果を詳細に

把握するため、平成 26 年 5 月、6 月にわたって平成

24 ～ 25 年度の施工箇所においてモニタリング調査を

行った。モニタリング調査は図-3 に示す測線にて行い、

各側線において図-4 に示す箇所において方形枠（1.0m

×1.0m）を設置し、方形枠内の試料を採取し、海藻類の

出現種・被度、ウニの生息密度調査を行った。

図-1 磯焼け対策計画詳細位置図

図-3 モニタリング箇所 測線

写真-3 嵩上後の背後小段状況

H24H25H26

写真-4 改良後の海藻繁茂状況

写真-2 改良前の背後小段状況

図-2 背後小段部の嵩上げ断面図
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1)海藻類のモニタリング調査

海藻類に関しては図-5 より、大型褐藻類（藻場形成

種）として、全15 地点中、5 月期には、ホソメコンブ

が8 地点、ワカメが4 地点、ミヤベモクが7 地点、6 月

期にはホソメコンブが6 地点、ワカメが1 地点、ミヤベ

モクが7地点で確認され、天端-1.0mから-4.0m まで多種

多様な海藻類を確認した。

海藻の形態として、5 月期では側線①及び側線②、6 

月期では側線①において葉長1.0m 超、葉幅10cm 程度の

コンブも確認され、ウニ等の藻食動物による目立った摂

食痕もみられなかったため、コンブの生長に適した環境

が整備されたと考えられる。

2)ウニ類のモニタリング調査

ウニ類に関しては図-6 より、5 月期、6 月期共に水

深が深くなるにつれてウニの個体数が多くなっており、

同じ水深帯では5 月期よりも水温の高い6 月期において、

個体数が多い傾向にあり、海水温の上昇とともにウニの

活動が活発化していることがうかがえる。

さらに、平成 19 年から平成 26 年における背後小段

上のウニの生息密度は図-7 に示す通り、水深-1.0mに改

良した背後小段上において、ウニ類の生息はほぼ見られ

ず、ウニの摂食圧を抑制できたと推察される。

4．磯焼け対策（ソフト対策）の取組み

4-1 ウニ侵入防止フェンス

衰退した藻場の回復を図るため、図-1に示す範囲にお

いて、ウニ侵入防止フェンス（以降、ウニフェンス）を

設置し、ウニの食害を抑制することとした。

ウニフェンスは、管内で豊富な実績のある刺し網を幾

重にも折り返し丸めたものを採用したものの、今年度の

モニタリング調査において、波浪によってウニフェンス

の結束バンドが破損し、刺し網がロープと共に流出して

いる箇所が確認された。そのため、耐波性能を高める観

点での改良が必要と判断し、3 タイプの構造を検討した

上で、それぞれ試験区域を設けて設置、経過観察を行う

こととした。

タイプＡは、水深-1.5m の箇所に2m 間隔でフロート

を設置し、フロートが波の力を受けチェーンとロープを

揺らすことでウニの侵入を防ぐ構造としている(図-8)。

タイプＢは、タイプＡと同様に水中にフロートを設置

しているが、横ロープを5cm 間隔に4 本取り付け、波が

弱いところにおいてもウニの侵入を防ぐ構造としている

(図-9)。なお、これらのタイプＡ及びタイプＢのロープ

にはコンブ類が着生することも想定している。

タイプＣは破損したウニフェンスの補強型として、刺

し網の周りにワイヤーを螺旋状に通して補強した構造と

しており、波浪に耐える構造であることを確認するため、

図-7 背後小段上におけるウニの生息密度
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図-6 ウニの生息密度調査結果

図-5 海藻類の出現状況
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水深が浅くフロートの設置できない場所や岩礁地帯に用

いることとした(図-10)。

来年度は各種ウニフェンスの経過観察を行い、効果及び

耐久性の確認を行ったうえで、最適な構造のフェンスを

決定し、再設置を行う予定である。

4-2 ウニ密度管理

ウニの密度を適正に管理し、海藻類の成長を促すため、

タイプＡ、タイプＢのウニフェンスの試験区域内におい

てウニの密度管理を行った。

沢田ら1)によると海藻育成のためにはキタムラサキウ

ニを4個体/m2 以下（1個体あたり50g と仮定。）で管理

する必要があるとされているが、寿都町管内海域におい

ては写真-5のように高密度にウニが生息しており、平均

生息密度は20 個体/m2となっている。

一度磯焼け状態になった海域においては海藻を繁茂さ

せることはとても難しく、幼芽の段階から藻体を守るた

めに徹底した密度管理が必要となる2）ことから、密度管

理は後志管内の各自治体が目標値と定めている2 個体

/m2 程度とした。密度管理の手法としては、写真-6 に

示す通りダイバーが直接ウニを駆除し、図-1 に示すウ

ニ移殖位置へ移動させるもので、ウニ漁の終わる9 月に

実施した。今年度行ったウニ密度管理は来年度以降も引

き続き継続していく考えである。

4-3 海中林の整備

ウニの食害を受けない水深帯に藻場を創出することを

目的として海中林を設置している。しかしながら、今年

度のモニタリング調査において、波浪によってフロート

とロープが破損していたことから、耐波性能を高めるた

めに改良を行うこととした。

改良内容としては、図-11 に示す通り、根固方塊ブロッ

クをアンカーブロックとし、フロートを取り付けた横ロ

ープを海面付近と海底付近の位置に繋ぐように設置する

とともに、横ロープの動揺を抑えるため、縦ロープを設

置した。今後、海中林へのコンブ着生状況を観察してい

く予定である。

4-4 栄養塩の供給

北海道水産試験場の報告によるとホソメコンブの発芽

に必要な栄養塩濃度は70μg/L とされているが、図-12 

より冬期の表層窒素態栄養塩濃は寿都町を含む日本海沿

岸では、太平洋沿岸、オホーツク海沿岸と比較すると、

栄養塩濃度が非常に低いことがわかっている。

図-10 ウニフェンス（タイプＣ)イメージ図

図-8 ウニフェンス（タイプＡ）イメージ図

図-9 ウニフェンス（タイプＢ）イメージ図

写真-5 ウニ生息状況

写真-6 ウニ駆除状況

図-11 平成26年度施工 改良型海中林
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このため、発芽に必要となる栄養塩を供給することを

目的に、施肥ブロック(写真-7)を投入することとした。

この施肥ブロックは寿都町が独自に開発したもので、主

原料は水産加工残渣と間伐材で構成され、コンブ成長時

の栄養素となる窒素やリンが豊富に含まれている。

今年度は図-1 に示す箇所に合計1,000 個を投入して

おり、このうち、366 個(61 個×6 袋)を網袋投入(写真

-8 :左)とし、634 個をバラ投入(写真-8 :右)にて消波ブ

ロックの隙間へ投入した。網袋投入は河川の流れを利用

し、集中的に磯焼け対策区域へ栄養塩を溶出させるため

に河口付近に設置した。

投入時期についてはホソメコンブの発芽期とされてい

る11 月から12 月に溶出するよう9 月末に投入しており、

今後、施肥ブロック投入の効果を確認するため、定期的

に水質調査を行うとともに、コンブの育成状況等との関

連性について調査を行っていく考えである。

5. まとめと今後の検討方針

磯焼け対策計画に基づいて実施した各種対策のうち、

ハード対策として実施した背後小段付傾斜堤の改良につ

いては、現時点においては期待された効果が概ね発現さ

れている状況が確認された。

しかしながら、これまでの藻場に関する各種研究成果

等を勘案すると、基質の経年変化とともに繁茂する海藻

種が変動し、衰退する可能性もあるため、継続的な経過

観察を行うとともに、効率的な基質のリニューアル手法

などについても検討を進めていきたいと考えている。

また、ソフト対策として実施した対策のうち、ウニフ

ェンスと海中林については波浪によって一部破損が発生

したため、現状においては定量的効果の確認が困難な状

況となっているが、今年度施工した改良タイプの経過観

察を行ったうえで最適な構造を選定し、次年度以降の対

策に反映させていくとともに、得られた成果については、

高波浪域における磯焼け対策手法のあり方として提案し

ていくことも検討したい。

栄養塩の供給として、寿都町が開発した施肥ブロックを

投入しているが、投入箇所周辺の水質は栄養塩の要素で

ある窒素、リン等の数値が周辺海域と比べて高濃度とな

っていることが判明している。

引き続き、水質状況のモニタリングを行い、拡散範囲

や効果期間などについて検証するとともに、藻場の成長

に与える影響度などについても検証を進めていきたいと

考えている。

6. おわりに

北海道の日本海沿岸の磯焼けは非常に深刻で、水産業

全体に大きな影響を及ぼしており、漁業関係者は大きな

危機感を抱いている。

磯焼けは海洋環境の変化に由来している部分もあり、

完全に解消することは困難かもしれないが、これまでの

長期間にわたる関係者の地道な活動が実を結び、一部で

は藻場が回復しつつあることも確認されている。

磯焼けが少しでも改善され、昔のような豊かな海と浜

に活気が取り戻せるよう、引き続き、地元関係者と連携、

協力しながら、効果的な磯焼け対策を検討、実行してい

きたいと考えている。
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写真-7 施肥ブロック

写真-8 施肥ブロック投入状況

左：網袋投入  右：バラ投入

図-12 日本海沿岸の冬期における栄養塩濃度


