
緊急磯焼け対策事業の取り組みと成果

鹿児島県水産技術開発センター

１ 目標と取り組み内容

(1)目 標

①在来種と増加傾向にある南方系種を利用した核藻場型藻場造成法を開発する

②食害動物の有効利用を図り，絶対数の軽減を図る

④藻場の水質浄化機能の有効性を検証する

③藻場造成に対する，一般市民の参加方策を開発する

(2)取り組み内容

①海域環境調査：水質・水温調査

②南方系ホンダワラ調査：藻場分布調査，生態調査

③藻場造成試験：基質開発，核藻場型藻場造成試験，藻場構成要因調査

④藻場栄養塩収支モデル化試験：陸上水槽内の疑似藻場（ヤツマタモク）において，藻場の

栄養塩収支を調査しモデル化を図る（経済価値算定）

⑤食害対策研究：ガンガゼを利用した養殖用餌料を開発し，ブリの飼育試験を行う

⑥一般参加型藻場造成：水産関係者＋水産高校生による藻場造成活動を試みる

２ ガイドラインに則した取り組みと成果・課題

(1)磯焼け海域における必要な藻場の種類や量の考え方

①藻場栄養塩収支モデル化試験

a)試験方法

水産技術センター内屋外水槽に人工採苗

し，５年間天然更新を続ける水槽内ヤツマ

タモク藻場の入排水の栄養塩を測定し，そ

の差を藻場が固定した栄養塩量として試験

を行った。

b)結果と考察

調査開始後２年を経過し，周年一定の栄

養塩を固定することがわかったが，その値

は一定しなかった。また，水槽内で生長限

界に達した４月から，全ての藻体の刈り取 図 -１ 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素

りを行った６月までのデータを用いて，ヤツマタモク藻体（湿重量）あたりの固定量を計

算すると以下となった。

DIP：3.9μ g/g/day DIN：35μ g/g/day NO3：35μ g/g/day
これを基に水質浄化の観点から藻場の経済価値を試算してみた。

その結果，ヤツマタモク藻場の日間窒素固定量を水槽内の現存量から天然藻場相当現存

量へ換算したところ，窒素固定量は 0.15 × 10-3 ㎏ N/㎡/dayとなった。これを基に，青山ら
による一色干潟試算時の参考単価１㎏Ｎ/day＝12,935千円を使用し試算すると，藻場面積

あたりの単価は1,940円/㎡となった。これは，659haのヤツマタモク藻場は，処理水量75.8

千トン，計画処理人口10万人，建設費122.1億円，維持管理費5.7億円の下水処理場と同規

模の能力を有することになる。（青山らによる一色干潟における試算を参考にしたが，上

記は少々荒っぽい試算 参考程度と考えること）

なお，本試験からは，ヤツマタモクが伸長していない夏から秋にかけても栄養塩類の固

定が見られ，いわゆる「雑藻」的な海藻も栄養塩固定に大きく寄与しており，個々の藻体

による固定に比べ，「場」としての「藻場」が持つ栄養塩固定能力は大きいことが示唆さ

れた。



c)課 題

栄養塩収支をモデル化するには，データが一定しない。また，天然藻場に換算するには

水槽藻場，天然藻場両者の現存量を周年通して把握する必要があるが，無理がある。ある

程度モデルケースと割り切って，一定期間のデータを用いてモデルを構築すべきかもしれ

ない。

(2)磯焼け対策要素技術

①ウニ餌料化試験

a)試験方法
平成１６年度と１７年度にガンガゼを添加した配合飼料を試作し，ブリ当歳魚を用いた

飼育試験を行い，ガンガゼ無添加飼料と比較した。

試験場所：鹿児島県水産技術開発センター内 １ｔ円形 FRP水槽
収容尾数：平成 16年度… 1試験区 20尾

平成 17年度… 1試験区 20尾
試験期間：平成 16年度… 10月４日～ 12月 24日

平成 17年度…８月 31日～ 10月 29日
給餌形態：平成 16年度…土・日・祝日を除く１～２回／日 飽食給餌

平成 17年度…土・日・祝日を除く１回／日 飽食給餌

換 水 率：約 40～ 80 回／日
飼料組成を表１に示す。飼料は，魚粉・オキアミ

ミールを 50％とした飼料を基本とした。試験飼料は，
対象区の飼料に生のガンガゼを殻ごと磨砕し，ペー

スト状（水分 60 ％）になるまで 23 ℃の冷風乾燥機
で乾燥したものを５％添加した。

平成 16 年度は，これらをそのまま固めて乾燥した
ＤＰ（ドライペレット）を作成し試験に供した。

平成 17 年度は，バレル温度 140 ℃の２軸エクスト
ルーダを用いてＥＰ（エクストルーデットペレット）

作成し試験に供した。

対象区の飼料の成分分析結果を表２に示す。

b)結果と考察
表３に飼育結果を示す。平成 17 年度に実施した試験は，平

成 16 年度の試験に較べ，飼料のＥＰ化に伴い増肉係数がかな
り向上した。

対象区と試験区の比較では，平成 16
年度試験では試験区の増重率が対象区に

較べ落ちる感があるが，日間増重率，日

間摂餌率，増肉係数（飼料転換効率）は，

試験区も対象区と遜色ない値となった。

これらのことから，今回の試験範囲内

でのガンガゼの添加は，ブリの摂餌と成

長を阻害しないと思われる。

現在，養魚飼料には，成長以外にも肉

質・体色改善や抗病性，コスト，環境負

荷低減等様々な性能が付与されつつあ

る。遊漁のイシダイ釣では，ガンガゼは

代表的な餌であり，集魚効果もかなりの

ものがあると言われている。今回，ブリを対象としたが，他の魚種で試験すると，摂餌誘

引物質等としてガンガゼが機能し，差がみられたかもしれない。

表１　飼料組成
成分 対象区 ｳﾆ試験飼料

魚粉 45.0 45.0
オキアミ・ミール 5.0 5.0
小麦粉 10.0 10.0
α－デンプン 3.0 3.0
コーングルテンミール 5.0 5.0
脱脂大豆粉 4.0 4.0
ビタミン混合物 4.0 4.0
ミネラル混合物 4.0 4.0
魚油 13.8 13.8
米ぬか 6.2 1.2
ガンガゼペースト － 5.0
合計 100.0 100.0

表２　成分（対象区，乾物）
粗タンパク 40.9%
粗脂肪 20.8%
糖質 13.1%
その他 25.2%
計 100.0%

表３　飼育結果

19.8～26.1℃ 23.4～29.0℃
対象区 試験区 対象区 試験区

60 60 60 60
38 40 37 37

尾数 開始時 20 20 20 20
終了時 18.5 19.0 20 19

平均体重 開始時 420.0 411.6 173.2 183.0
　標準偏差 48.9 42.7 21.0 24.2
終了時 642.1 620.3 367.5 389.8
　標準偏差 87.5 114.2 55.5 57.2

生残率（％） 92.5 95.0 100.0 95.0
総給餌量（ｇ） 11,465 10,827 7,181 7,494
増重率（％） 52.9 50.7 112.2 113.1
日間増重率（％）* 0.7 0.7 1.3 1.3
日間摂餌率（％） 1.9 1.8 2.2 2.2
飼料転換効率（％） 37.2 37.6 54.1 53.8

2.7 2.7 1.8 1.9
*；日間増重率（％）＝〔ｌｎ（終了時平均体重）－ｌｎ（開始時平均体重）〕×100／飼育日数

増肉係数

飼育期間
水温
試験区
飼育日数
給餌日数

平成１６年１０月４日～１２月２日 平成１７年８月３１日～１０月２９日



c)課 題

今後，ウニを養魚飼料の原料として積極的に活用するためには，ウニの成分を把握し，

飼料の性能にどのように関係するかをするかを把握する必要がある。

③海藻生長促進対策

a)試験方法
母藻投入法として，従来のスポアバッグ法に変わるも

のとして試験を行った。方法は，２重網にしたノリ網に

母藻下部を挟みノリ網から藻体を立ち上がらせ，本網を

目的海域中層に浮遊させ設置するものである（固定はサ

ンドバック）。母藻量は，約 80㎏ /網である。
b)結果と考察
事後調査を１回 /月ごとに行った。母藻設置用網は約２

ヶ月で撤去されたが，台風級の時化にも耐えその耐

候性の高さを示すものとなった。１年後には，ノリ

網設置場所を中心に約 20,000 ㎡の藻場を回復させる
ことができた。これは(3)で述べる一般参加型藻場造
成によるウニ除去と併せて行ったものである。この

手法は，中層に母藻を設置でき潮あたりもよいため，

広範囲に幼胚を添加できるとともに，スポアバッグ法に比べ藻体が良好な状態で長期にわ

たり保つことができ，藻体の成熟に関係なく作業が出来る点が特徴である。なお，ヤツマ

タモクが枯死流失した後は，コナフキモクなどを追加（挟み込み）したところ，同様に藻

場が形成され，長期にわたって冬から夏の長期にわたり藻場が維持できた。

c)課 題

魚類の食害が見られる地域で本手法を試験し，その効果を確認する必要がある。

(3)一般参加型の食害動物の管理

a)試験方法
指宿市岩本沖の磯焼け地帯（ガンガゼが多く，10 年以上にわたって磯焼け状態にある転

石帯）において，水技センターが全体プロジュースを行い，水産高校生がウニ駆除，漁業

者が幼胚の添加作業を行う事による藻場回復試験を行った。（２年間）

ウニ除去は，平成 17 年度が延べ２回，約 50 × 50 ｍのウニ（ガンガゼ）１万 5000 個 /年
以上，平成 18 年度は１回，約 50 × 50 ｍのウニ（ガンガゼ，ムラサキウニ，ナガウニ）１
万 5000 個 /年以上を海中で潰した。参加した学生数は，15 ～ 20 名 /回 /年の学生が，水産高
校の実習船とともに参加した。漁業者は，母藻採集，中層網等設置器具作製，同設置など

を行った。

b)結果と考察
平成 17 年度は，５月に作業を行い（平成 17 年度のウニ除去は９月にも実施）翌 18 年５

月には，20,000㎡の藻場が回復した。（平成 18年継続中）
第１回目の取り組みで，効果が実証された事や関係者間の協力体制が構築されたことな

どから，平成 18 年度は，漁協（漁業者），水産高校とも全面的な理解を得，スムーズな取
り組みとなった。

c)課 題

①漁業法上の問題：潜水器漁業にあたる（調整規則），漁業権の侵害

→事実上食害動物の陸上取り上げは不可能

②安全上の問題：バディを組んでの作業は不可能，ガンガゼによる怪我

→今回は水産高校の練習船と教員により安全が保たれたが，一般市民の場合どのよう

に取り組むか？

③漁場との競合：大勢の人間と船舶により漁場が制限される

図 -2 中 層 網 方 式 母 藻 投 入



→藻場は優良漁場であり，たとえ磯焼けとなっても漁場として使用されている。この

ため作業日（時間）は漁場使用ができない。

④管理上の問題：追跡調査が専門機関任せとなり，参加者独自の観察ができない

→参加者が「やりっ放し」となりがちであり，成果を見ることができない

(4)その他（ガイドライン項目に含まれないもの）

①藻場造成用基質開発：核藻場造成に使用する専用ブロ

ック（食害と南方系ホンダワラの特性に配慮）を開発

した。

本ブロックは特許を取得し，すでに１００個程度の

販売実績（可搬型）がある。これは多くが奄美海域に

よるもので，波浪条件の厳しい同海域でも飛散するこ

となく，南方系ホンダワラの良好な着生が見られてい

る。

②核藻場型藻場造成試験：前事業による試験で

は，本手法により藻場を回復させることがで

きたが，本事業で試験を行った海域では藻場

を回復させるには至らなかった。試験当初に

は幼芽が着生し，図-７の様に深ごとの経過を

観察したが，一定の時期にほとんどが消失し

てしまった。その原因は不明だが，一部は生

長成熟していることから食害より水質や浮泥

などの影響が疑われる。

課 題：同手法を用いた藻場回復技術を確立するため，前回試験による成功要因を把握す

る必要がある。このため現在，水産工学研究所と共同で藻場回復要因調査を行って

いる。

③南方系ホンダワラ調査：

a) 藻場分布調査-１ 笠沙地区

総藻場面積約 8.0ha と前回調査
（2003 年：11.9ha）に比べ 3.9ha
減少していた。（表 -1）藻場が
減少した場所は，島嶼部浅海域

におけるイソモクを中心とする

藻場であり，本藻場は，河口前

面に位置し河川の影響を強く受けるため，これまでも数年お

きに藻場が形成されるなど不安定な藻場であった。2004 年の度重なる台風来襲の影響に
より藻場が形成されなかったと考えられる。なお，南方系種の分布は，これまで崎山岬

先端部と島嶼部に見られていたが，今回の調査では岬中央付近まで優先しており，岬基

部から先端部に向かうにつれ南方系種の被度が高くなっていた。調査を開始した 1996 年
以降の主な構成種・優占種は表-2の通りである。

図-6 ﾌﾞﾛｯｸ-2（洗い出しﾌﾞﾛｯｸ円盤型）

図-7 ﾌﾞﾛｯｸ着生状況（芽数 ﾌﾞﾛｯｸ・水深別）

表-2　小浦におけるﾎﾝﾀﾞﾜﾗ属の出現種と優占種
1996年 2000年 2003年 2005年
ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ
ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ
ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ

ｲｿﾓｸ ｲｿﾓｸ ｲｿﾓｸ
ﾌﾀｴﾓｸ ﾌﾀｴﾓｸ ﾋｼﾞｷ
ｱﾂﾊﾞﾓｸ ｱﾂﾊﾞﾓｸ ﾌﾀｴﾓｸ

ﾌﾀｴﾋｲﾗｷﾞﾓｸ ｱﾂﾊﾞﾓｸ
ﾔﾂﾏﾀﾓｸSP1 ﾌﾀｴﾋｲﾗｷﾞﾓｸ
ﾏｼﾞﾘﾓｸ ｼﾛｺﾓｸ

ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ ﾏﾒﾀﾜﾗ
ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ ﾔﾂﾏﾀﾓｸ
ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ ｳﾐﾄﾗﾉｵ

ｲｿﾓｸ ｲｿﾓｸ ﾋｼﾞｷ
ﾌﾀｴﾋｲﾗｷﾞﾓｸ ﾌﾀｴﾋｲﾗｷﾞﾓｸ
ﾌﾀｴﾓｸ ﾌﾀｴﾓｸ
ﾏｼﾞﾘﾓｸ ｼﾛｺﾓｸ

は南方系種

種  類

優占種



b)藻場分布調査-２ 鹿児島湾

ガラモ場については，総藻場面積 283.6ha 出
現種数 18種であった。これは，1978年（466.0ha）
の 61％，1996年(322.8ha）の 88％であり，1978
年から 2006 年の間に 39 ％ 約 182ha のガラモ
場が減少したこととなる。藻場消失箇所のう

ち（ '78 → '06 で比較），埋め立て等によるもの
-15.3ha，磯焼け状態にあるもの -100.1ha，砂の
堆積により基質が埋没したもの -90.2ha（いず
れも消失箇所のみの計であるため総面積比較の減少面積とは異なる 以下同）であり，磯

焼けや土砂の流入によってガラモ場が大きく消失したことが伺える。一方，藻場が消失し

た箇所のうち 10ha 以上の大規模消失地６箇所の計は 177ha( '78 → '06)とその消失寄与率は 86
％であり，ガラモ場の減少傾向は特定の大規模藻場の消失に起因するもので，本湾の多く

のガラモ場が全て減少傾向にあるとは考えられず，海域によっては増加傾向を示している

ところもある。

本湾の藻場の特徴として，湾奥部では大規模藻場が形成されるが単純な種組成が多く，

湾央から湾口部へかけては，一部を除いて小規模な藻場形成であるものの多様な種によ

って藻場が形成されている。また，近年増加している南方系ホンダワラは湾口から湾央海

域の桜島南部までである。湾口付近の海域では磯焼け地帯において，南方系ホンダワラに

よる藻場回復や藻場拡大が見られた。

c)南方系ホンダワラの分類に関する研究

「熱帯亜熱帯性ホンダワラ属の分類に関す

るワークショップ」を開催し，分類に混乱を

生じている種について検討を行った。（H17 年
までに計３回開催）

本 WS では，標本による分類検討と分類形
質の整理，毎回テーマに沿って話題提供が行

われている。これまで約５４種のホンダワラ

について整理された。

1978（Ｓ53） 1996（Ｈ8） 2006（Ｈ18）

計 462.7 322.8 282.3 -180.4 -40.5 

湾奥
（竜ヶ水～牛根麓）

40.3 79.8 68.8

湾西
（長崎鼻～鹿児島市）

150.2 78.3 100.7

地区別増減(ha)

地区計
78→06 96→06地　　区

-49 22

28 -11 

桜島
（桜島全島）
湾東

（早崎大橋～島泊）

134.2

138.0 62.1 33.6 -104 -29 

-23 -55 79.2102.6

表-3 鹿児島湾藻場面積の推移

新井章吾 （株）海藻研究所 鈴木雅大 東邦大
吉田忠生 北海道大学 内村真之 港湾空港技術研究所
野呂忠秀 鹿児島大学水産学部 小林真吾 愛媛県総合科学博物館
寺田竜太 鹿児島大学水産学部 野田幹雄 水産大学校
新村巌 元鹿児島水試 熊本修汰 水産大学校
島袋寛盛 鹿児島大学水産学部 井手陽一 海洋プランニング
桐山隆哉 長崎県総合水産試験場 伊藤龍星 大分水試
田井野清也 高知県水産試験場 古賀吾一 県水産技術開発センター
長谷川和清 東京海洋大 吉田賢二 県水産技術開発センター
宮川朋史 東京海洋大 吉満敏 県水産技術開発センター
高橋昭善 東京海洋大 田中敏博 県水産技術開発センター
安倍基温 静岡水試 今吉雄二 県水産技術開発センター
棚田教生 徳島水試

所　　　属氏　名所　　　属氏　名

表-4 第３回WS参加者一覧



※事業実施箇所

(番号は左記試験項目)

鹿児島湾⑥

笠沙③④⑥

指宿岩本①②⑤⑦⑧（含水技Ｃ）


