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磯焼け海域における海藻の成長および阻害要因の定量化

佐藤　仁＊　梶原　瑠美子＊＊

１．はじめに

　藻場が大規模に消失するいわゆる磯焼けが全国的に
発生し磯根資源の減少などが問題視されている。磯焼
けとは「浅海の岩礁・転石域において、海藻の群落（藻
場）が季節的消長や多少の経年変化の範囲を超えて著
しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」１）を
いう。北海道南西日本海沿岸においても磯焼けが長期
間に渡って持続している状況にある（写真－１）。一旦、
磯焼けが発生すると藻場の回復までに長期間を要し、
ウニ・アワビ等の水産有用種の成長不良や品質低下を
招き、沿岸漁業に深刻な影響を与えている。近年の地
球温暖化の影響と見られる高水温状態が続く環境下で
はキタムラサキウニ（Strongylocentrotus nudus，以下、
ウニと呼ぶ）の食害が顕著であることから天然藻場を
含めて海藻の着生が少ない状況にあると考えられてい
る。このウニの摂餌を考慮した海藻量の把握に関して
は，桑原ら２）による海藻の生産量推定式を用いて現存
量を計算する手法がある。これに山下ら３）はウニの摂
餌と海藻成長の月別特性を考慮し、ウニの摂餌量のみ
で海藻繁茂の限界水深を推定する手法を提案した。さ
らに海藻量を定量的に予測するため、水温・流速・栄
養塩濃度・日射量など多項目のデータを用いた海藻現
存量推定の改良手法を提案した。

　本報告は、磯焼けが顕著である北海道南西日本海沿
岸の第３種寿都漁港において、毎年実施している現地
モニタリングを基に海藻の現存量と物理環境との関連
性を明らかにする。また、磯焼け海域におけるウニの
摂餌特性を考慮した海藻成長の定量化を検討したので
報告する。

２．北海道南西日本海沿岸の磯焼け状況

　寿都漁港の平面図を図－１に示す。背後小段付傾斜
堤として整備された第２北外防波堤（L=100m）は寿都
地先約500m沖の水深約10m付近に位置している。

図－１　第３種寿都漁港

図－２　背後小段付傾斜堤（第２北外防波堤）

写真－１　磯焼け海域（北海道南西日本海沿岸）

（海藻の群落が著しく衰退している現象）
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周辺の海域は岩礁帯であり、この地帯の水産有用種で
あるホソメコンブ（Laminaria religiosa Miyabe，以下、
コンブと呼ぶ）を始めとする大型藻類の分布域である。
しかしながら、近年は天然岩礁の藻場においてもコン
ブ類等の大型藻類が繁茂しない磯焼け状況が続いてい
る。この背後小段付傾斜堤は、図－２に示すように通
常の消波ブロック傾斜堤の港内側捨石部を嵩上げして
水深を浅くし、着生した藻類の光合成の促進及び流動
環境の向上による植食動物の侵入防止を目的とした構
造形式である。この構造形式を含む藻場造成を目的と
した自然環境調和型沿岸構造物は、北海道内において
整備中のものも含めて20港以上の港湾・漁港において
採用されている。
　著者ら３）は2007 ～ 13年の海藻繁茂期（６月）におけ
る背後小段上の海藻現存量の経年変化を示した。その
結果を図－３に示す。また、図－４に当該海域の2008

図－３　海藻現存量の年変動

図－４　（a）海水温，（b）波高の年変動

写真－２　海藻着生状況（繁茂期）

2007年 2008年 2010年 2013年
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～ 13年の１月～５月までの海水温及び波高変動の時系
列を示す。なお、海藻現存量は背後小段付傾斜堤の堤
端部（地点①～③、⑧～⑩）と中央部（地点④～⑦）に分
けてそれぞれ平均した値、海水温及び波高変動は旬平
均（10日毎）の値である。
　図－３より2008年に海藻が最大に繁茂した以降は数
年間に渡って海藻が生えない磯焼け状態が続き、2013
年に再び繁茂する状況となった。このように、海藻の
成長は年変動が激しく藻場造成の持続性が担保できな
い状態であった（写真－２）。また、傾斜堤端部の方が
海藻の高繁茂傾向にあることがわかる。通常、海藻の
幼芽は１～２月に確認されるが、2013年は３月末に遅
れて確認されるという異例の状況がみられた。さらに
海藻着生と海域環境の関連性を整理すると次のことが
いえる。
　2007年において水温は平年並みで波浪データは欠測
で不明だが高波浪だったことが推定される。2008年は
例年に比べ大幅に低水温・高波浪（特に２月が顕著）で
あった。両者ともウニの摂餌を低減させる条件４）であ
るため、海藻繁茂には好適な環境であったものと考え
られる。2009年は海藻が全く無い状態である。大幅な
高水温がウニの摂餌活動を活発にして磯焼けになった
ものと考えられる。町口５）は北海道産キタムラサキウ
ニの摂餌量および成長量は水温の影響を大きく受け、
高水温期では活発に摂餌し成長するが低水温期、特に
月平均水温が５℃以下となる時期には、摂餌量や成長
量が大きく低下すると述べている。よって、当該海域
においても、この水温５℃の境界が藻場の存続が可能
か否かを判断する基準になるといえる。2010年、2011
年とも引き続き磯焼け状態が継続されているものと推
察される。そして2013年は再び藻場が回復した。しか
しながら海藻は従来の２月成長とは異なり３月末から
成長を開始していたという現地での情報があった。よ
って、水温は平年に比べて高いが波浪が大幅に高いこ
とから３月末に遅れて発現したという例年に無い特徴
が現れたことになる。この海藻が遅れて出現し成長す
るという特性は従来の調査（２月調査のみ）からは判断
できないことであった。

３．海藻着生特性の新たな評価手法

３．１　これまでの藻場造成調査の課題

　これまでの藻場造成機能に関する調査・検討は、海
藻の成長盛期である繁茂期（６月）のみ実施され、最終
的に藻場が造成されたか否かの判断だけに留まるしか 写真－３　画像による海藻繁茂レベルの設定

海藻繁茂レベル０（磯焼け）

海藻繁茂レベル５（最繁茂）

無かった。この場合、海藻の成長過程を把握していな
いため、もし、藻場が造成されなかった時の原因につ
いて特定することはこれまで不可能であった。最近に
なって海藻の成長が始まる成長初期（２月）にも調査が
為されるようになった。しかし、前述のとおり海藻の
成長開始時期は様々であり、１回の調査で海藻の成長
過程を把握することは困難である。そこで、海藻の成
長初期（およそ１月）から繁茂期（およそ６月）の期間に
おいて、少なくとも１ヶ月間隔で海藻の成長状況が把
握できる手法を新たに検討する。

３．２　画像分析による海藻繁茂レベルの分類

　新たな手法については毎月の海藻成長状況を把握す
ることから、基本的に坪刈りによる海藻の採取は行わ
ない。これまでのモニタリングに則れば、例えば毎月
１回、場所を変えて周辺の海藻採取を行い海藻現存量
を算出する方法が考えられる。しかしながら、本研究
は海藻現存量予測法を用いて、海藻の発芽から成長盛
期までの成長量を算出することから、定点の海藻の成
長具合を一定間隔毎に追跡する必要がある。つまり一
度、採取してしまった海藻はその後の成長を把握でき
ないため、坪刈りによらないで海藻の成長量を見積も
る方法が必要である。そこで、坪刈りの代わりに定点
における写真あるいはビデオ画像から海藻成長段階を
海藻繁茂レベルという指標を用いて整理することとし
た。
　海藻繁茂レベルは写真－３に示すとおり、レベル０
（磯焼け）からレベル５（最繁茂）の６段階に分類し海藻
の着生状況を評価した。評価は2013年３、４、５、６
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 （１）

ここに、
Pg：群落の日単位総光合成速度（gwet/m2/day）
  a ：b/Pmax Pmaxは光飽和値での光合成量
  b ：光合成－光曲線の立上り勾配（無次元量）
 m ：葉状体部の光の透過率
 K：群落吸光係数（無次元量）
 F ：葉層全体の葉面積指数（m2/m2）
 Im：日南中時の光強度（μE/m2/s）
 D ：日長（hr）
 τ  : 群落の葉層上面までの光減衰率

　実海域に現存する藻場の現存量は食害動物による摂
餌、生態的な先枯れ、流体力による流出の影響を受け
た結果を現している。そのため、現存量を推定するた
めには、それらを考慮する必要がある（式（２））。

現存量=（生産 Pn）－（摂餌 SL）－（先枯れ BL）－（流出 PL）（２）

４．２　海藻現存量推定法の改良方針

　この推定法を使用するに当たって生態特性および物
理環境のパラメータの設定、計算手法を改良した。改
良内容を表－２に示す。まず、海藻成長開始日を従来
の１月１日の１パターンから１月１日開始、２月２日
開始、３月１日開始の３パターンに変化させて海藻成
長の特性を把握し，最適な開始日を検討することとす
る。その際、前出の式（１）の海藻光合成特性である係
数 a（光飽和度）、係数 b（初期勾配）は、開始日の違
いにより係数を再設定する必要があるが、その方法は
ここでは省略する。また、物理環境のパラメータにつ
いて現行の計算は条件１（月平均）で行っている。しか
しながら、今回は海藻の成長過程をより詳細に把握す
る目的から、新たに条件２（10日平均）のパラメータを
用いた計算を行い両者を比較検討することとした。

４．３　結果と考察

４．３．１　海藻の成長過程

　海藻現存量の推定結果を図－５に示す。図は2013年
１月から５月までの期間において条件１で計算した場
合で成長開始日別に計算した海藻現存量である。なお、
計算箇所は背後小段上中央部の地点⑤である。図より
成長開始日により海藻現存量は大きく変化し、当然で
はあるが成長開始日が早い程、海藻現存量は多くなる

月において図－１に示した①～⑩の10地点について行
った。その結果を表－１に示す。
　まず、地点別の海藻繁茂レベルをみると傾斜堤の中
央部である地点⑤～⑦は、海藻成長初期である３月か
らずっと海藻が着生していない状況（レベル０）が続い
ている。一方、傾斜堤の両端部である地点①～④およ
び⑧～⑩は３月頃から海藻が着生している状況が見ら
れる。また、地点④、⑧、⑩は４月になってから海藻
の出現が見られるといった特異な状況であった。全体
的に見ると、ほぼ５月が海藻繁茂のピークと考えられ、
６月には既に海藻が消失している箇所が見られた。ま
た、傾斜堤の一番沖側にあたる地点⑩が最も海藻繁茂
レベルの高い場所であった。

３．３　磯焼け海域での藻場の評価

　一般的に傾斜堤の両端付近は回折波の影響によって
波当たりが強く、波浪に起因する流れは速い。また、
傾斜堤の水深が浅いほど流れは速くなる。当然ながら、
傾斜堤の中央部は波が遮蔽されて静穏になり流れは遅
くなる。この流速の違いは海藻を摂食するウニの摂餌
の大小にも影響する。前述した水温変動もウニの摂餌
に影響する。よって、この波浪に起因する流速と水温
の環境条件を用いて、ウニの摂餌を適正に予測するこ
とができれば、ウニの食害を持続要因とする磯焼けの
状況を数値計算上で表すことができる。さらに、他の
環境条件も考慮し海藻の成長量等との収支によって藻
場造成機能の評価（藻場の発現と持続）が可能になるも
のと考えられる。

４．海藻現存量の推定

４．１　海藻現存量推定法

　松山６）は陸上植物群落の総生産力を推定するモデル
（Monsi & Saeki７））を引用し、現地での調査実験結果
をもとにコンブ群落の生産量を推定する式（１）を構築
した。

表－１　背後小段上の海藻繁茂レベル
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４．３．３　平均間隔別の海藻現存量

　パラメータの平均間隔別の現存量推定値を求めた結
果が図－７である。図より条件１の場合ではウニの摂
餌を受けるものの海藻は繁茂し続ける結果となった。
条件２の場合においても１月下旬から２月上旬の成長
の立ち上がりは条件１と同じであった。しかしながら、
それ以降は前述した２月中旬の10日間におけるウニの
大きな摂餌圧により摂餌量（マイナス）が海藻成長量
（プラス）を上回り海藻現存量はゼロ（消失）となる。よ
って、それより先は海藻が存在しないため成長もしな
いことになる。たとえ、再び海藻の成長が始まったと
してもウニの摂餌は徐々に大きくなることから、常に
摂餌量が海藻成長量より大きい状態が継続する。この
ことは実海域の状況が示しているとおり、磯焼けの影
響を非常に大きく受けていることを数値計算上で的確
に表している重要な結果と考えられる。
４．３．４　波浪環境下のウニ摂餌量

　さらにウニ摂餌の特性を把握するため、背後小段上
の場所別の摂餌状況を数値計算した結果が図－８であ
る。図の横軸は前出の背後小段上箇所（10地点），縦軸
はウニ摂餌量を月毎に平均した値である。

結果となった。また、３月１日開始のケースにおいて
海藻はほとんど成長していない結果になった。これは
海藻現存量のプラス側である成長量に対してマイナス
側の摂餌量・先枯れ量・流出量の積算量が同程度に発
生していることを示している。このように海藻の成長
開始時期が違うと成長過程は変化し一律に増加するわ
けではないことが判明した。
４．３．２　ウニ摂餌圧の変化特性

　図－６は条件１で計算した場合と条件２で計算した
場合の振動流速によるウニ摂餌圧の変化を示したもの
であり、１月１日開始、場所は同じく背後小段中央部
の地点⑤である。図の縦軸は Kawamata８）が示した
流速によるウニの摂餌圧（F/Fs）を表す。この中で F
はウニ１個体の日間摂餌量（g/day/ 個）、Fsは静水中
（流速ゼロ）におけるウニ１個体の日間摂餌量（g/day/
個）を表す。
　従来の条件１で計算した場合、統計的に冬季から春
季に向かって波浪に起因する流速は徐々に小さくなる
ため、摂餌圧は段階的に上昇する傾向になる。しかし
ながら条件２にした場合、流速による摂餌圧（F/Fs）の
変動が大きく表れている。例えば、２月中旬の条件１
において、月を通して摂餌圧は0.2程度であり摂餌活
動はあまり活発ではない。しかし、条件２を見ると波
浪の小さかった２月中旬の10日間で月平均の約３倍の
0.6まで摂餌圧は上昇しウニの行動が活発であったこ
とがわかる。特に、海藻幼芽期に当たる１～３月は海
藻自体の成長量も微量であるため、10日間のウニの摂
餌で食べ尽くされてしまうことが考えられる。

表－２　海藻現存量推定法の改良内容

図－５　海藻現存量の推定値（2013年） 図－７　平均間隔別海藻現存量（2013年）

図－６　平均間隔別ウニ摂餌圧（2013年）
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定づけるウニの摂餌の影響を再現した。
　今後は，さらなる精度向上を目的に現地データ（海
藻繁茂レベル）と数値計算結果との整合性の検討を行
う必要がある。
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　波が高い堤端部では１月から３月までのウニ摂餌量
はほぼゼロである。一方、波の影響が小さい中央部は
１月から既にウニの摂餌を受け，傾斜堤中央部の地点
⑤では３月に最大465g/m2/ 月の摂餌量があり、傾斜
堤堤端部に比べて非常に大きいことが推定された。前
出の表－１において地点⑤は常にレベル０（消失）にな
っている。これはウニの強い摂餌によって海藻が成長
できない状況であると推察される。
　以上のことから海藻幼芽期におけるウニの食害によ
り海藻の成長が遮断され、磯焼けが進行する過程を再
現することが可能となった。

５．おわりに

　今回、海藻量と物理環境（水温・波高）との関連性を
明らかにし、海藻採取によらない海藻繁茂レベルを用
いた検討手法を提案した。また、海藻現存量の推定法
において発芽時期の違いによる成長特性と磯焼けを決
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図－８　背後小段上のウニ摂餌量（2013年）
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