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解　説

１．はじめに

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物状態となる現
象」1)である。この現象は、ほぼ全ての都道府県で報
告されており、北海道では日本海沿岸を中心に広範囲
に認められ､ 特に南西部の沿岸において顕著である2）

（写真－1）。藻場の機能は、海域の基礎生産だけでな
く、多様な生物の生息場創出、水質浄化など、生態系
の保全において重要な役割を有している。一旦、磯焼
けが発生すると、沿岸漁業に大きな影響を及ぼすこと
から、2007年2月に水産庁より磯焼け対策ガイドライ
ンが策定3）（2015年3月改訂4））されるとともに、2007
年度から毎年、磯焼けに関する情報交換を行う磯焼け
対策全国協議会が開催され、現在も全国各地で磯焼け
対策が活発に行われている。
当チームにおいても、磯焼け対策として北海道の港
湾・漁港において防波堤や護岸の背後に藻場造成を目
的とした小段を配置した自然環境調和型構造物など、
水産土木工学的手法に基づく技術開発に取り組んでい
るところである。本解説は、北海道日本海側における
磯焼けの原因とその対策状況について紹介する。

２．磯焼けの原因

２． １　発生・持続原因の概要

北海道南西部の日本海沿岸における磯焼けの発生
は、対馬暖流の勢力の増大と冬季の季節風の弱化に起
因する「冬～春の高水温」によりもたらされたと考え
られている2）。また、磯焼けが長期間にわたって持続
する原因として、磯焼け地帯に高密度に生息する「キ
タムラサキウニによる食圧」と磯焼け地帯を覆う「無
節サンゴモの繁茂」の2つの要因があげられている2）。
これらの見解より作成した磯焼けの発生と持続原因の
フローを図－1に示す。

２． ２　海水温度の上昇

コンブ類は、一般に秋から初冬にかけて葉体より大
量の遊走子を放出する。基質に付着した遊走子は発芽
して配偶体（雌雄別）となり、これが受精して真冬か
ら春先に新しい葉体が芽生えてくる5）。
この冬期間（1～3月）の平均水温と天然コンブ生産
量の間には、図－2に示すとおり高い負の相関関係が
得られている6）。これより、平均水温が7℃から6℃へ
1℃下がった場合、生産量が2倍以上増加していること
がわかる。

北海道日本海側における磯焼け対策の取り組み

水産土木チーム

① 被覆ブロックに繁茂するコンブ類 ② コンブ類に蝟集するウニ類 

③ ウニ類によって食べつくされた状況 ④ 磯焼け状況 

写真－1　北海道南西部沿岸における磯焼け状況
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図－1　磯焼けの発生と持続原因のフロー図
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また、下北半島尻屋埼沿岸での調査結果から、1月
から3月の水温はマコンブの生育量に有意に影響し、
これを除く季節の水温では明瞭な影響を及ぼさないと
推察されている7）。このように、コンブ類の生育には
冬期間の海洋条件が重要であると考えられる。
この冬期間の海水温度の変化として、磯焼けの顕著
な日本海の寿都町沿岸における１～3月の平均海水温
度の推移を図－3に示す8）。これより、寿都町沿岸の
冬期海水温度は、1972～2015年の43年間で約2℃上昇
していることがわかる。

　

図－3　寿都（日本海区）平均海水温（冬：1～3月）８）

２． ３　海域の貧栄養

海藻の生長に必要な栄養塩類の内、窒素（硝酸態窒
素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素）やリン（オル
トリン酸態リン）の濃度は季節によって増減する。
冬期間に、海水の鉛直方向の混合が弱く深層からの
これら栄養塩類の供給量が不足すると、海藻類の生育
に影響を与える。
２． ３． １　栄養塩の季節変動

亜寒帯・温帯沿岸域の表層付近の栄養塩濃度には明
瞭な季節変動があり、一般的に夏季に減少し、冬季に
は鉛直混合により深層の栄養塩が供給され表層部の栄
養塩は増加する。この栄養塩の季節変動として、北海
道日本海北部沖（武蔵堆）における硝酸態窒素の季節

別鉛直分布を図－4に示す。

２． ３． ２　水温と栄養塩

水温と栄養塩の関係として、北海道日本海沿岸では
水温が1℃低下すると硝酸塩濃度で0.4～2μM（0.006
～0.028㎎/L）多くなると予想されている9）。また、栄
養塩濃度に関しては、ホソメコンブの発生は海域の
窒素濃度に強く依存し、配偶体の成長を規定する閾
値が5.0μM(0.07㎎/L)付近に存在すると報告されてい
る10）。なお、μM（マイクロモーラー）は栄養塩の単
位であり、1μMを換算すると、窒素0.014㎎/L、リン
0.031㎎/Lとなる。

図－5に、北海道周辺における冬季（12月・2月）の
硝酸態窒素を海域別に示す。これより、12月から2月
の硝酸態窒素は、各海域とも水温が1℃低下すると0.0
１～0.02㎎/L多くなることがわかる。また、磯焼けが
顕著な日本海沿岸域の2月の硝酸態窒素は閾値とされ
る0.07㎎/L前後であり、道東沿岸域（落石漁港）の2
月の値に対して1/2程度でしかない。

２． ４　ウニの摂餌活動

２． ４． １　水温に対する適応能力

北海道周辺海域に生息するウニはエゾバフンウニお
よびキタムラサキウニであり、共に重要な漁獲対象と

 

C = -67.5T＋536.8 

R = -0.86 

　　図－2　福島町における1～3月の平均海水温と

　　　　　 天然コンブ生産量との関係(1985～1996年)6）

 

図－3　寿都（日本海区）平均海水温（冬：1～3月）8）

 

図－4　武蔵堆の硝酸態窒素の鉛直分布（季節別）
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図－5　硝酸態窒素・水温の海域別比較（表層）
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なっている。図－6に、2015年のウニとコンブの海域
別漁獲量を示す11）。これより、キタムラサキウニの主
な漁獲海域は、対馬暖流の影響下にある磯焼けの顕著
な日本海沿岸であり、冬期間の水温が0℃前後となる
えりも岬以東太平洋からオホーツク海では漁獲されて
いないことがわかる。
この水温に対する適応能力の関係では、エゾバフン
ウニの摂餌率は水温2～3℃で最も低下することが報告
されている12）。これに対し、キタムラサキウニでは月
平均水温が5℃以下になる時期に摂餌量・成長量とも
に著しく低下することが報告されている13）。これより、
キタムラサキウニはエゾバフンウニと比較して低水温
に対する適応能力が低いと考えられる。

２． ４． ２　流れに対する摂餌特性

振動流水層を用いたキタムラサキウニの摂餌実験の
結果より、図－7に示すとおり最大流速が25㎝/s程を
超えると摂餌速度が激減し、摂餌可能な波動の限界は
最大流速で約40㎝/sであると報告されている14）。
また、実際の沿岸域では、春季（3～5月）を基準に
判断すると、流速の上位1/3の平均値(以下、有義流速）
が25㎝/s未満の各月累加出現率が30～40％以下の地点
ではウニの食害を受けにくいと報告されている15）。

２． ５　無節サンゴモの特性

岩礁域には、通常浅所には海藻群落が、それより深
い所に無節サンゴモ（石灰藻）で覆われた海底が存在
する。磯焼けは海藻群落の衰退によって海底の無節サ
ンゴモ地帯が浅所まで広範囲に拡大することを意味し
ている2）（写真－2）。
無節サンゴモが分泌する揮発物質の中のジブロモメ
タンは、ウニやアワビ幼生の着底・変態を短時間で高
率に誘起させる。これにより、無節サンゴモ群落はウ
ニなどの発生を促し、それらの高い摂餌圧を利用して
他の海藻の侵入を妨げ、自ら優先する海底を持続して
いると考えられる16）。

３．磯焼け対策

３． １　磯焼け対策の取り組み状況

従来から取り組まれている海中林造成技術は、①種
苗の生産と供給、②着生基質の整備、③種苗の保護・
育成の要素技術、および④栄養塩の添加による海藻の
生育促進からなる。磯焼け対策には、これらの技術を
複合して実施する方が当然効果的である16）。
表－1に、海中林造成の要素技術の内、北海道日本
海側の後志総合振興局管内における主な磯焼け対策の
取り組み状況を示す。

 

図－6　ウニ、コンブの海域別漁獲量（2015年）11）
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図－7　大型ウニの摂食速度に及ぼす振動流の影響14)

 

写真－2　無節サンゴモで覆われた海底

取り組み内容

（海中林造成技術の要素・・抜粋） 小樽市 余市町 古平町 積丹町 神恵内村 泊村 岩内町 寿都町

①種苗の生産と供給

 ・母藻の移植 ○ ○ ○ ○ ○

 ・胞子の散布（スポアバッグ等） ○ ○ ○

 ・人工種苗の生産と移植 ○ ○ ○

②着生基質の整備

 ・雑藻の駆除（岩盤清掃） ○ ○ ○

 ・投石、藻礁の設置 ○ ○ ○ ○

③種苗の保護・育成

 ・ウニの除去（密度管理） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ・ウニの侵入防止（フェンス） ○ ○ ○

 ・藻場の嵩上げ（ウニ食害の防止） ○ ○

④栄養塩の供給

 ・栄養塩の供給 ○ ○ ○

 ・流域における植林 ○ ○

⑤その他

 ・海中林（ウニ種苗中間育成餌料用） ○ ○ ○ ○

 ・ウニの養殖（海中） ○ ○

 ・ウニの蓄養（陸上） ○ ○

地　区　（北海道後志総合振興局管内）

表－1　後志管内における磯焼け対策の取組（抜粋）
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以下に、これらの取り組みの内、磯焼けの持続原因
であるウニの摂餌圧の軽減による種苗の保護・育成に
ついて紹介する。

３． ２　種苗の保護・育成（ウニの摂餌圧の軽減策）

３． ２． １　ウニの除去（密度管理）

磯焼け海域においても、ウニを除去することによっ
て環境に合った海藻が生育可能であることが多くの野
外実験や観測によって明らかにされている2)17）。
ウニの除去は、ダイバーや船上から器具（タモ）を
用いて人為的に行われている。これによりウニは確実
に減少するが、ある程度広い範囲を除去しなければ短
期間で再び侵入するため、密度管理には多くの労力を
要する。神恵内村では、約1.5haの範囲でウニを除去（移
植）した後、ウニ密度が5個体/㎡以下になるよう1ヶ
月に1回を基本としてダイバーによる密度管理を行っ
ている。
この労力に関しては、ダイバーが1日4時間の作業
を行うと仮定した場合、10,000個体のウニを取り上げ
るために必要な人数は、熟練者では転石帯で1.6人、
岩礁域で1.4人を要したとの試験結果が報告されてい
る18）。
３． ２． ２　ウニの侵入防止　

ウニの密度管理の物理的方法の一つとして、除去し
た箇所へのウニの侵入を防止するウニフェンスの設置
が実践されている。
寿都漁港周辺では、ウニの食害対策として図－8に
示すウニフェンスを設置し、その耐久性およびウニの
侵入防止効果の検証を行っている。採用したウニフェ
ンスは刺し網などの漁具をチェーンに固定する構造と
しており、漁業者自らが実施可能な藻場造成技術とし
て有望である。しかし、現時点では、資材が安価で設
置が比較的容易である反面、波浪の影響による破損や
ウニの侵入など、効果を持続する上での課題がある。
ウニフェンスによる藻場造成手法として、秋季に一
定の海域をウニフェンスで囲み、中のウニ類を取り除
くことで冬季のホソメコンブの加入と発芽を保護す
る。また、群落が形成された初夏以降はフェンスを開
放したり、ウニの移植により摂餌圧を増加させ、基質
を更新する方法が提案されている17）。この場合、ウニ
の侵入防止期間は比較的波浪の大きい冬季のみとなる
ため、波浪によるフェンスの揺動によってウニの侵入
はある程度防止可能と思われる。なお、この方法は人
為的管理を前提としている。

３． ２． ３　藻場の嵩上げ

ウニは流速が一定以上になる環境下では摂餌が制限
されることから14）、藻場礁等の設置により波浪流速を
増大させ、ウニの摂餌圧を制御する方法も効果がある。
これより、波浪の大きい冬季はウニの摂餌が抑制され、
ホソメコンブの加入と発芽が保護される。また、静穏
な夏季はウニの摂餌が可能となり、基質の更新が図ら
れる17）。
寿都漁港の傾斜堤背後小段は、1995年に天端水深を
周辺のコンブ分布水深帯の水深-3.6ｍとして整備され
たが、ウニの食害等によって藻場造成効果が低下した。
そのため、北海道開発局小樽開発建設部では、波浪
流速の増大によるウニの摂餌圧の制御を目的として、
2012から2014年度にかけて水深-3.6ｍから水深-1.0ｍ
への嵩上げ改良工事を実施した（図－9）。

施工にあたっては、非定常緩勾配不規則波動方程
式より算定した波高を用いて底面波動流速を算出し、
有義流速0.25�m/s未満の各月累加出現率30～40%以下
をウニによる食害を受けにくい流動環境の目安15)とし
て、現状および改良後を評価した。

図－10に、改良前後の沖波と平面分布とともに、各
月の流速累加出現率を示す。嵩上げ前では0.25�m/s未

【棒網タイプ】チェーンに丸めた刺し網を設置（ワイヤーで補強）

刺し網のように海中を漂うものを避

けて行動するウニの特性を利用

図－8　ウニフェンスの構造・設置状況

 

背後小段完成状況（L=105m） 寿都漁港全景 

図－9　寿都漁港 背後小段嵩上げ改良断面図
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満の流速が出現率30%以下であったのは1月、12月に
限られていた。一方、嵩上げ後は、１～3月、10～12
月で0.25�m/s未満の流速が出現率30%以下になること
が確認された19）。

写真－3に、施工途中である2014年4月における未改
良区と改良区の海藻繁茂状況を示す。これより、未改
良区に対して改良区の海藻が明らかに増大しているこ
とがわかる。しかし、基質の更新直後の数年間は海藻
が繁茂しやすいことが一般的に知られている。そのた
め、嵩上げ改良効果を評価するためには継続したモニ
タリング調査が必要である。なお、小樽開発建設部で
は、2016年度に調査を実施し、改良効果の継続を確認
している20）。

４．おわりに

北海道南西部沿岸で周年にわたってウニ除去を行っ
た結果、最初に付着硅藻、次いで小型1年生海藻（フ
クロノリ等）、大型1年生海藻（ケウルシグサ等）、小
型多年生海藻（フクリンアミジ等）が順次入植し、最

終的には大型多年生海藻であるフシスジモクの群落
が形成されたとの報告がある21）。このように、海藻
の遷移は陸上植物の場合の数百分の一の時間で進行5)

し、北海道南西部沿岸では、ウニの摂餌圧を除去する
と海藻群落は小型から大型に、一年生から多年生へと
遷移し、フシスジモクが極相となることが知られてい
る17）。

図－11に示すとおり、北海道南西部沿岸に分布する
コンブ類はホソメコンブである。そのため、漁業者か
らはフシスジモクよりもウニやアワビの餌料価値が高
いホソメコンブ藻場の造成が望まれている。しかし、
ホソメコンブは遷移の途中相として出現する大型１年
生海藻に属しており、毎年安定して群落を形成するこ
とが課題とされている17）。
磯焼け海域において、ホソメコンブ藻場を造成する
ためには、海藻の幼芽時期（冬季）のウニの摂餌圧を
低下させなければならない。また、この藻場を維持す
るためには、夏季に着生した多年生海藻の幼芽がウニ
によって摂餌され、遷移が妨げられることが繰り返さ
れるようにすることが重要となる17）。
海水温度と海藻繁茂の関係としては、積丹半島北側
でのウニ除去試験の結果、冬季の水温が低い年に海藻
が繁茂したが、同一箇所において水温が高い年にはほ
とんど生えなかった。しかし、コンブの種（遊走子）
を付けたコンクリート板には水温が高くてもコンブが
生えることが報告されている22）。
これより、現時点では、対馬暖流の勢力増大により
高水温が継続する北海道南西部沿岸においては、ウニ
の密度管理だけでなく、同時に種苗の供給を行うこと
が有効である。

� （文責：牧田　佳巳）

改良後 波高比分布図（2～3月）
波向 N 波高 0.9m 周期 6.3s

改良前 波高比分布図（2～3月）
波向 N 波高 0.9m 周期 6.3s
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図－10　波高比平面分布例と各月での流速累加出現率19）

(上:改良前,下:改良後）
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写真－3　海藻繁茂状況の比較（2014年4月）

図－11　北海道の代表的なコンブ類の分布域23）
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