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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冬季の水温上昇に伴うウニの食害に
起因する磯焼けが発生しており磯根漁業に深刻なダメージを与えている。寿都漁港においては、
これまで藻場の創出機能を付加した施設整備を行ってきた。しかしながら、海域の高水温状態
など近年の予想を上回る環境変動により、これらの施設においても磯焼けの影響を受けており
藻場機能の低下が問題となっている。
本論文は過年度の報告に引き続き、同漁港において平成２４年度より着手した上記施設の改
良を含む磯焼け対策施設の整備状況並びに藻場造成機能の初期の発現状況について報告するも
のである。
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1. はじめに

2. 藻場造成機能の評価

藻場が大規模に消失するいわゆる磯焼け状態が全国的
に発生し問題視されている。藻場は海洋生物の産卵場、
摂餌場あるいは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 1)。
これまで北海道内では、磯焼け対策として 10 年以上
前から防波堤や護岸等への藻場造成機能を付加した自然
環境調和型沿岸構造物が整備されてきた 2)。しかしなが
ら、基質の経年劣化や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ている中で、長期的な調査事例は
少ない。また、熊谷ら 3)は、整備後 10 年以上経過した
これらの構造物を対象にモニタリング調査を行い、こう
した問題点を指摘した。
以上より、地元寿都町、小樽開発建設部、（独）寒地
土木研究所等は、総合的な磯焼け対策と水産生物の生育
環境づくりを推進を目的とした検討を行い、磯焼け海域
における藻場回復を目指した直轄整備の事業化について
検討した 4) 。
本論文は、北海道日本海沿岸の磯焼け地帯に位置する
寿都漁港において、既存の自然環境調和型沿岸構造物に
おける藻場造成機能の評価および対策手法として現地で
実施されている試験施工の検討経過を述べる。さらに、
上記の検討により事業化された磯焼け対策施設の整備状
況並びに藻場造成機能の初期の発現状況について報告す
るものである。

(1)寿都漁港背後小段付傾斜堤
調査対象とした北海道日本海側に位置する寿都漁港
（写真-1）の背後小段付傾斜堤(図-1、写真-2)は、寿都
地先約 500 m 沖の水深約 10 m 付近に位置する。周辺は
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)を始めとする大型藻類の
分布域である。しかしながら、近年は天然藻場において
もコンブ類等の大型藻類が繁茂しない状況が続いている。
佐藤ら 5)は、同施設の藻場造成機能について、施設完
成から現在までの長期的な変遷について検討した。その
結果、背後小段上は天然岩礁以上の藻場造成効果を有し
ているが、その年の冬季水温（5℃が境界）に強く依存
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背後小段付傾斜堤

写真-1 寿都漁港
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図-1 背後小段付傾斜堤断面図

した。既設の背後小段天端は期間によっては摂餌限界流
速以下になり、さらに摂餌減少流速をも下回る状況にな
ることから、コンブ幼芽への摂餌圧が増大して食害を受
ける環境にある。一方、DL.-0.5 m 及び-2 m 付近は、背
後小段天端に比べて振動流速が大きく、ほとんどの期間
において摂餌限界流速を上回っている。
次に、既設天端上におけるキタムラサキウニの摂餌圧
の定量化を試みた。キタムラサキウニの摂餌圧Ｆは振動
流速と季節(水温)により変化することが判明している。
まず、波動流速によるキタムラサキウニの摂餌圧の影響
については同じく川俣によって提案された次式により求
められる。

1

写真-2 背後小段付傾斜堤（赤線部が背後小段）
しており年変動が大きい。よって、近年の北海道日本海
沿岸の高水温状態が続く環境下では天然藻場を含めて海
藻の着生が少ない磯焼け状況にあり、背後小段の藻場機
能も失われている。従来の構造物では、この予想を上回
る水温上昇により、キタムラサキウニ(Strongylocentrotus
nudus)の食害が顕著となり、あわせて既存構造物上の流
動環境ではウニの摂餌活動の抑制には不十分であること
が判明している。
(2)既設天端上の藻場造成機能の評価
前述の既存構造物上の流動環境とウニの摂餌活動の関
係について検討した結果を図-2 に示す。図は 2011 年 2
月 3 日から 2 月 21 日までの約 18 日間における背後小段
上の振動流速の時系列である。
Kawamata(1998)6)による室内実験より、キタムラサキウ
ニは流速 0.25 m/s 以上で摂餌が減少し、摂餌可能な振
動流の限界は 0.4 m/s であることが判明している。そこ
で、図中にキタムラサキウニの摂餌減少ライン（0.25
m/s）と摂餌限界ライン（0.4 m/s）をそれぞれ波線で示
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ここに F:ウニ 1 個体の日間摂餌量(g/day/個)、Fs:静
水中におけるウニ 1 個体の日間摂餌量(g/day/個)、
umax:底面軌道流速振幅(cm/s)である。今回、(1)式の
umax については、沖波浪のデータからブシネスク方程
式による波浪変形計算を実施し、図-3 に示す背後小段
上 10 地点（a～j）の波高分布を求め振動流速値に変換
した。この式は前述のように、流速が 20cm/s を越える
とウニの摂餌圧が静水中と比較して減少し、40cm/s 以
上では摂餌量はほぼゼロになることを表している。
また、季節（水温）によるキタムラサキウニの摂餌圧
Fs については、Kawamata(1997）7)により提案された次式
から求められる。
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ここに、T:水温(℃)、θ:0.653(T－0.63)/27.36、J:1 月
1 日からの経過日数、L:ウニの殻径(㎝)である。なお、
ウニの殻径 L は過去の調査結果より、背後小段上のキ
タムラサキウニの平均殻径である 5 ㎝として計算した。
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図-2 水深別の振動流速(2011/2/3～2/21)
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図-3 背後小段付傾斜堤断面図
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図-4 背後小段上の海藻量とウニ摂餌量
キタムラサキウニの摂餌量とその時点の現地の海藻現
存量の比較を図-4 に示す。図の横軸は既設背後小段上
の算定位置、縦軸は左軸に月間のウニ摂餌量（2013 年 4
月）、右軸には各算定地点でモニタリングした海藻現存
量（2013 年 3 月末）をプロットした。なお、ウニ摂餌
量の算定に用いるキタムラサキウニの個体数(個/㎡)は、
寿都漁港周辺海域の平均個体数である 20 個/㎡とした。
また、提端部 h，I，j は工事を実施しているため、海藻
現存量は把握していない。
まず、波浪が小さく摂餌の影響が大きい 4 月の小段
上の環境において、波当たりの弱い中央部ではキタムラ
サキウニの摂餌活動が活発で摂餌量がおよそ月間
600g/m2 まで達することがわかる。一方、提端部では回
折波等により波当たりが強く、キタムラサキウニの摂餌
活動が抑制される傾向にある。その結果、摂餌量は中央
部に比べ半分以下にまで減衰することが推定された。な
お、提端部 a の箇所は、背後小段の法面部に当たり、水
深が深くなっていることから、振動流速は小さくなり摂
餌量は逆に大きくなる結果となった。
2013 年 3 月末時点における海藻の現存量は、地点 b～
e において 120～240g/m2 となっている。しかしながら、
キタムラサキウニの摂餌量がこの値を上回っているため、
例え 4 月に生長する海藻量を見込んでも、高密度に分布
するキタムラサキウニの食害によって海藻が全て消失す
るものと推察される。なお、地点 a、地点 f～g におい
ては既に食害を受けて消失したものと考えられる。
よって、現在の既設背後小段天端の環境では海藻の生
育が期待できず、キタムラサキウニの食害を抑制するた
めの流動環境の構築が必要である 8)。また、ウニ食害に
よる磯焼け状況を評価するためには、ウニの摂餌量と対
象となる海藻量の収支を把握する必要がある。そのため
には、少なくとも冬期から春期における月間毎のデータ
の取得と検討が必要と考えられる。
(3)嵩上げによる藻場造成機能の評価
既存背後小段天端の嵩上げ改良が必要なことは前に述
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写真-3 嵩上げ試験施工状況
べたが、実際に藻場が回復し維持されるかどうかは、事
前に現地で確認する必要がある。そこで、現地において
嵩上げの効果が発現されるかどうかを実証試験によって
検討した。実証試験は、2010 年 9 月に図-5、写真-3 に
示すとおり、既設背後小段天端上に L 5.0 m×B 2.5 m×
H 1.2～1.8 m の根固方塊ブロックを計 8 個設置し、-0.5
m、-2.3 m、-2.5 m の異なる天端水深を持つ小段を創出
して藻場造成機能を検討した。
施工後より、毎年のホソメコンブの繁茂期である 5～
6 月における天端水深-0.5m に設置したブロック上面の
海藻着生状況を写真-4 に示す。既設天端部は海藻の着
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図-6 水深帯別の海藻現存量（海藻繁茂期）
生が見られず磯焼け状態のままであったが、嵩上げ箇所
ではホソメコンブやワカメを始めとする多種類の海藻が
着生している。また、図-6 は同じく 2011 年～2013 年の
海藻繁茂期の背後小段ならびに近接する天然岩礁におけ
る水深帯別の海藻現存量を示したものである。既設背後
小段天端(-3.7m)以深においては海藻類の着生は小さい。
一方、根固方塊ブロックで嵩上げした水深帯（-0.5, 2.3m，-2.5m）は、海藻類の着生が大きかった。特に、
最上段の箇所付近は大型海藻（コンブ類）の着生が確認
された。これらのことから、既存背後小段の嵩上げがコ
ンブ藻場の維持回復に有効であることが判明した。また、
コンブ類を含む多様な種類の藻場を回復させるためには
水深-1.0m 以浅（赤色部分）まで嵩上げする必要がある
ものと推察される。
3. 背後小段部の嵩上げ改良工事
以上の評価・検討により背後小段部を改良する対策方
針が決定し事業化がなされた。具体的な嵩上げ改良構造
を図-7 に示す。既設構造断面に対して赤色で示すとお
り、基礎捨石と方塊ブロックを用いた嵩上げ（-1.0m）
を行い、流動環境を改善する構造を設定した。また、天
端に設置する方塊（3.0×2.5×1.0）には溝きりを施し、

写真-6 嵩上げ改良（赤枠部）
海藻着生を促進する形状とした（写真-5）。施工は
2012 年度(H24d)～2014 年度(H26d)の３カ年を予定してお
り、写真-6 に示すとおり一部は天端面までの施工が完
了している箇所も存在する。
2012 年度(H24d)に改良施工された箇所（天端延長約
17m）における 2013 年 5 月の海藻着生状況を写真-7 に示
す。天端上はアオサ属、アオノリ属、ホソメコンブなど
多様な海藻が着生している。しかしながら、嵩上げした
箇所にもかかわらず、ワカメやコンブの着生が少ない状
況にある。これは天端施工時の海象条件が厳しく、方塊
ブロックの設置が遅れたため、コンブ類の生長が期待で
きなかったものと推察される。岡元ら 9)は他地域におい
て、ブロックの設置時期の違いでコンブの遊走子が着底
する前と後に分けられ、これを境に後になった箇所は概
ね 1 年遅れで海藻が出現することを報告している。
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Kazuya Goto, Toru Masuda, Jin Sato

-11.1

写真-7 改良箇所の海藻着生状況（H24 施工区）

5. まとめと今後の課題
本論文では、藻場機能を有する背後小段付防波堤の評
価を行い、大規模な環境変動による同機能の低下を回復
するための手法について検討し、磯焼け対策事業の構築
を図った。近年の北海道日本海沿岸の高水温状態が続く
環境下では、天然藻場を含めて海藻の着生が少ない磯焼
け状況にあり、背後小段の藻場機能も失われている。こ
の海域においては、磯焼けの持続要因であるいわゆる高
密に分布するウニの食害が顕著であることから、高水温
状態が継続されると藻場の回復が進展しないものと考え
られる。この対策として今回、既存背後小段天端の嵩上
げ整備事業の実施に至った。
今後は、事業効果の確認及び持続性の検証を行うこと
はもとより、海域の条件（水温・栄養塩・流動等）の違
いや大規模な変動による環境機能を検討し、他地域へも
応用できる沿岸構造物の事前の施設整備計画や事後の維
持管理計画の策定に繋げていきたい。
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