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北海道の日本海沿岸では、栄養塩の乏しい海域特性及び海水温上昇に伴うウニの食害に起因
する磯焼けが深刻であり、太宗魚種のホッケについても水揚げが大きく減少するなど、漁業経
営に深刻な影響を与えている。磯焼けに関する問題解決の一助とするため、寿都漁港において
平成24年度より磯焼け対策施設の整備を実施している。本報告は、平成26年度に完成した背後
小段付傾斜堤の持続効果及び食害生物対策や栄養塩供給に関する検証結果を報告する。
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1． はじめに
藻場が大規模に消失する磯焼け状態が全国で発生し問
題視されている。藻場は水産生物の産卵場・摂餌場であ
り、それ自体が基礎生産者としての役割を持つ等、様々
な機能が複合的に作用しており、良好な海域環境を創造
するための基盤となるものである。しかし、近年、日本
海沿岸を中心に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。
寿都漁港では、従来から北海道開発局、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
組みを進めてきた。しかし、近年の水温上昇等により藻
場造成効果の低下が懸念され、長期的な調査事例が少な
いことから、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」を策定し、背後小段の
嵩上げ、食害防止対策（ウニ侵入防止フェンス、海中
林）、海藻類の播種・移殖を目的として施肥ブロック投
入及びモニタリング調査等の各種取組み1)を行っている。
本論文では、これまでの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。

（以下、ウニと呼ぶ）が高密度に分布する状況が確認さ
れた。そのため、ウニの食害を抑制する物理環境を創出
することを目的に背後小段の天端高を水深 1.0m へと改
良を行った。
背後小段の改良は平成 24 年度から平成 26 年度の 3
ヵ年かけて写真-1 に示す通り完了し、平成 27 年度に
は図-1 に示す測線、図-2 に示す 5 地点に方形枠
（1.0m ×1.0m ）を設置し、枠内の試料を採取し、海藻
類の出現種・被度・現存量、ウニの生息密度を調査した。
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写真-1 背後小段嵩上げ完了

2． 背後小段付傾斜堤の持続効果
2-1 背後小段付傾斜堤のモニタリング調査
後藤ら2）の報告によると、従来の背後小段の天端高は
水深 4.0mであったが、ホソメコンブ（以下、コンブと
呼ぶ）などの大型褐藻類が繁茂せず、キタムラサキウニ
Rissei Ito,Kenji Sugawara,Akira Kiguchi

図-1

モニタリング調査箇所

2-2 海藻類のモニタリング調査結果
調査の結果、大型褐藻類であるコンブの生息箇所は水
深 1.0m から水深 4.0m までの全 25 地点の内、5 月期、
6 月期共に 9 地点で確認され、5 月期調査の測線2 –
地点②では現存量が 6174.4 g/m2 生息しており、全測
線の内最大となる結果であった（写真-2 左）。また、
コンブが確認された地点は全て水深 1.0m 上（地点①②
③）であり、コンブ以外にもミヤベモク、ワカメ、アオ
サを確認した。また、水深 2.0m 以深（地点④⑤）にお
いてコンブは確認できず、ワカメやアオサも繁茂してお
らず、藻場は形成されていない（写真-2 右）。
背後小段天端高を改良した水深 1.0m 上の地点①②③
を比較すると、地点①②ではコンブを含む海藻の繁茂を
確認できたが、背後小段の法肩部に位置する地点③では
測線に関わらず海藻が少ない傾向がみられた。
また、図-3 より、全 5 測線を比較した結果、測線 3
及び測線 5 において、地点①②のコンブが少ない傾向
にある。測線 3 は背後小段の中央部に位置しており、
測線 5 は、流用材の方塊ブロックを一時的に仮置きし
ていたため、比較的静穏な流動環境下にあり、コンブよ
りも静穏な箇所に着底しやすいミヤベモクが繁茂してい
たものと推察される。なお、コンブとミヤベモクは図-4
3)4)5)
に示すとおり、生活史に違いがあるとされており、
ミヤベモクの種子放出はコンブよりも早いため、測線 5
の地点①及び測線 4 の地点②のような静穏な流動環境
では、先に着底したミヤベモクが生長し、コンブを阻害
したと推察される。

測線 2-地点②
測線 2-地点④
写真-2 方形型枠内の海藻類・動物類の生息状況

図-2 調査地点位置

図-3 天端上の海藻現存量

2-3 動物類のモニタリング調査結果
ウニなどの動物類の調査結果は、5 月期調査では地点
①②③と比較すると、地点④⑤ではウニが多く生息して
いる（写真-2 右）。6 月期調査では水深によるウニの
現存量に大きな差はない。図-5 より、平成 26 年度ま
では背後小段上の水深 1.0mのモニタリング調査ではウ
ニの生息を確認できなかったが、平成 27 年度は平均
5.2 個/m2のウニが確認された。この要因として、平成
27 年度の平均海水温は平成 26 年度と比較し、4℃程度
高く、寿都海域の 24 年間の平均海水温と比較すると、
2 ℃程度高いため（図-6）、ウニの活動時期が早まり、
摂餌行動が活発になり、コンブ等の海藻を求め移動し、
水深 1.0m の背後小段上にもウニが生存していると推察
される。

図-4 海藻とウニの生活史
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2-4 背後小段嵩上げによる藻場創出機能
佐藤ら6）によるとコンブの現存量は年変動が顕著で冬
季の海水温と密接な関係があり、寿都海域においては冬
季の海水温が 5℃を上回るとコンブ現存量が大幅に減少
する。平成 27 年度の海水温は図-6 よりコンブ生長期
の 2月、3月は非常に高水温で、コンブの生育にとって
悪条件であり、日本海沿岸での海藻生育状況は良くない
と言われている。そのような中、水深 1.0m に改良した
背後小段上において、図-7 より、海藻類の現存量に関
しては改良前の平均 1.3kg/m2 から、改良後には平均
3.1kg/m2 に増加しているため、藻場創出効果が発揮さ
れていることが確認された。
図-8 より、5 月から6 月にかけて水深 2.0m 以深の
ウニの現存量が約 2 割程度に減少しているのに対し、
水深 1.0mの箇所におけるウニの現存量は増加している。
この原因は2.0m 以深の海藻を食べ尽くしたウニが、餌
となる海藻を求め天端上に上ってきたためと考えられる。
―また、地点①においてはウニの現存量が 7.3 倍とな
っているにも関わらず、コンブの現存量は 5 月から 6
月にかけて増加していることから、本施設の主要目的で
あるコンブに対するウニの摂餌圧を抑制できていると推
察される。さらに、平成 27 年度調査において、ウニが
複数存在している箇所においても海藻が繁茂している理
由は、波によって揺れ動く海藻に叩かれるのをウニが嫌
うためとも考えられる。海藻が揺動することで、ウニを
排除する作用は鞭打ち効果と呼ばれる7）。この鞭打ち効
果により、ウニが複数存在していたにも関わらず、摂餌
を行わなかったと推察される。

図-5 背後小段上のウニの生息密度

図-7 背後小段上の海藻現存量

図-8 水深毎の海藻現存量とウニ現存量

3．栄養塩の供給方法と結果
3-1 栄養塩の供給方法
北海道水産試験場の報告8）によると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、冬季の表層窒
素態栄養塩濃度（以下、栄養塩濃度と呼ぶ）について寿
都町を含む日本海沿岸は、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。日本海沿岸
海域において栄養塩濃度が低い原因として、沿岸に流れ
る対馬海流は上層の海水温が下層の海水温に比べ高く、
海水の垂直混合が起きづらかったためと考えられる9)。
このため、発芽に必要となる栄養塩を供給し、栄養塩
不足の解消及び海藻の生育促進を目的として、寿都町が
独自に開発した施肥ブロックを平成 25 年度より投入し
ている。平成 27 年度は図-9 に示す消波ブロックの隙
間へ投入した。投入時期についてはコンブの発芽期に合
わせ、10 月初旬に投入し、1 月、7 月、10 月に栄養塩
に関する水質調査及び各地点のコンブと施肥ブロックの
安定同位体比分析試験を行った。
3-2 水質調査結果
投入した施肥ブロックの海域への影響・拡散範囲の検
証を行うため 1 月、7 月、10 月に水質調査を行った。
調査箇所は図-9 に示す 8 地点にて採水し、前述した寿
都海域にて不足している栄養塩濃度等を調査した。調査
結果を図-10 に示す。1 月期の調査結果では施肥ブロッ

図-6 寿都海域平均海水温
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図-9 施肥ブロック投入箇所・調査地点
ク投入付近であるSt.1 の数値が高く、コンブの発芽に
対して十分な量の栄養塩濃度を示している。また、他の
調査地点は60µg/L 程度を示していることから、St.1 が
高い数値を示した理由は、投入した施肥ブロックの効果
によるものと推察される。
また、1 月調査にて全体的に高い数値が示されている
のは海水温の低下により栄養塩濃度が高くなるからであ
る。
3-3 安定同位体比分析試験結果
寿都海域のコンブが施肥ブロックの成分を取り込んで
いるかを検証するため、図-9 に示す調査地点の内、施
肥ブロック投入付近の St.1 、背後小段上に位置する
St.2 、港内を挟み反対側に位置する St.8 の 3 地点に
てコンブを採取し、窒素、炭素、酸素の安定同位体比分
析試験を行った。
生物を構成する元素のうち水素、窒素、炭素、酸素は
代表される安定同位体の構成比である。生物に取り入れ
られた安定同位体比は、排泄されても安定し続けており、
これを調べることによって、どのような栄養がどれだけ
の割合で存在しているのかを把握することが出来る試験
である。
試料は地点毎に 3 試料採取し、窒素及び炭素の分析
結果を図-11に示す。窒素及び炭素の安定同位体比は食
物連鎖に従い変化することから、食物源の推定に有効と
される。そのため、施肥ブロック由来の栄養を取り込ん
だ場合、施肥ブロックの値に近づくと想定できる。1 月
期調査においてはSt.1 に関し、3 試料の値に差が生じ
ており、1 試料が施肥ブロックの値に傾いているため、
施肥ブロックの効果を受けた可能性がある。7 月期調査
では施肥ブロックの効果期間を過ぎ、10 月期調査では
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図-10 栄養塩濃度

図-11 安定同位体比分析試験結果
投入後間もないことやコンブの生長期ではないことから、
施肥ブロック由来の栄養を取り込まなかったと考えられ
る。平成 27 年度には、コンブの生長期である 1 月期
にも分析試験を実施する予定であり、引き続き検証して
いく予定である。

4. 今後の課題
背後小段に関しては、水深 1.0m へ嵩上げ改良を行っ
た箇所全ての測線のモニタリング調査を行い、高水温に
より海藻の繁茂に適していない平成 27 年度調査におい
ても、海藻の現存量が増加していることを確認した。一
部、コンブの繁茂していない部分に関しては、方塊ブロ
ックの撤去を行い、流速を確保していることから来年度
以降はコンブを含む海藻が繁茂すると考えられる。
しかし、近年の海水温上昇等の海洋環境の変化の影響は
大きく、繁茂する海藻種の変動や衰退する可能性もある
ため、継続的にモニタリング調査を実施する必要がある。
栄養塩供給に関しては水質調査を行い施肥ブロック投
入付近のみコンブの発芽に必要とされる 70µg/L 以上の
栄養塩濃度を確認した。施肥ブロックの効果が発揮され
たと考えられるのは局所的であることから、今後は広範
囲の栄養塩濃度が向上するよう投入方法・投入箇所を検
討する必要がある。
安定同位体比分析試験に関しては現段階で明確な効果は
確認できなかったが、寿都海域の別地区においては施肥
ブロック投入後に安定同位体比が変化している事例もあ
り、コンブ生長期の 1 月期の試験では一定の効果を確認
できると想定している。
また、安定同位体比分析結果、水質調査結果共にデー
タの蓄積が少ないことから、施肥ブロックの拡散範囲や
効果期間を明確にできるようモニタリング調査を継続し
て実施する必要がある。その結果を踏まえ、施肥ブロッ
ク以外の藻場再生材の投入も検討する予定である。

異なっている。過年度に改良を行ったウニ侵入防止フェ
ンスや海中林については経過観察を行った上で、耐波浪
性等を考慮し、最適な構造を検討し、次年度以降の磯焼
け対策として反映していく。これらの北海道開発局が得
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、北海道日本海沿岸の深刻な磯焼け事
情を改善できるよう、引き続き、地元関係者と協力しな
がら、より効果的な磯焼け対策を実施していきたい。
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