
表 B-1は、植食動物による食害以外の原因で藻場が衰退する事例について、一覧に取り纏

めたものである。藻場衰退を生じさせる環境、この環境に至らしめる原因や影響、この環境

の指標となりうる海藻や植生の状況、この環境を把握するために必要な調査手法・機器を示

している。 

 

表 B-1 植食動物の食害以外の原因で藻場が衰退する場合の調査方法 

環境 原因・影響 
指標となりうる 
海藻・植生状況 

調査手法・装置 

簡易調査 機器・分析 

光不足 

・沿岸改変（静穏化に

伴う河川水の局所的

滞留）や生活・産業排

水による懸濁物質の

増加。 

・海藻の生長に影響。 

・芽生えの時期、ある

いは海藻の呼吸が盛

んな夏季は深刻。 

・植食動物が多くない

のに深所から藻場が

衰退する。 

・静穏域や深所では

懸濁物質が浮泥とな

って海底に堆積。 

・浅所の流動・攪拌域

（時期）では堆積しな

いが、海水中の濁りと

して影響。 

○透明度板 

・直径30㎝の白色円

形板を沈めて観測。 

 

○写真撮影 

・海上や陸側の定点

でデジタルカメラを用

いて撮影。出水時だ

けでなく平時の定期

観測も必要。 

○水中照度計 

○水中光量子計 

○濁度計 

・メモリー式小型機が

使い易い。 

高水温 

・暖流接岸・優勢や気

象変動による。 

・冬季の高水温は芽

生えに影響し海藻群

落の成否にも影響。 

・夏季の高水温は生

長や成熟、群落の存

否に影響。 

・他の環境要因と関連

するので、単独の影

響かどうかは要注意。 

・コンブ・アラメ・カジメ

類は高水温の影響を

受けやすく、減少、先

枯れ、あるいは種組

成の変化（ワカメが増

える等）が進む。 

・ホンダワラ類やテン

グサ類には、それほ

ど大きな影響はない。 

○現場採水（棒状温

度計・簡易水温計に

よる測定） 

・近くの海面養殖場や

定置網、栽培漁業セ

ンター（取水）で連続

測定されている場合

はこれらのデータを活

用する。 

○水温計 

・メモリー式小型機が

使い易い。 

栄養塩

不足（又

は過多） 

・暖流接岸・優勢、河

川水の減少や沖合へ

の拡散阻止、排水規

制などで貧栄養。 

・高水温時には海水

の成層化により不足し

やすい。 

・沿岸改変（静穏化に

伴う河川水の局所的

滞留）や生活・産業排

水により富栄養化が

進行。 

・海水流動の強弱が

栄養塩吸収に関係。 

○栄養塩不足 

・テングサ類は直立体

減少（匍匐糸は残る）

や黄化が起る。黄化

は他の紅藻でも認め

られる。 

・コンブ類は先枯れが

進み、子嚢斑形成が

遅れたり子嚢斑面積

が小さくなったりする。 

 

○栄養塩過多 

・付着生物（珪藻、小

型海藻、小動物）が増

加。 

・多数の小突起が生じ

る海藻は突起が発達

する。 

○現地測定（市販の

パックテストや簡易機

器で測定） 

・富栄養（高濃度）の

大まかな測定しかでき

ない。 

○専門機関で分析 

・蓋付き瓶（ペットボト

ル等）を用いて海底

付近で採水。 

・サンプルは、吸引濾

過した後に、冷暗所で

保存。 

 

- 66 -



表 B-1 植食動物の食害以外の原因で藻場が衰退する場合の調査方法（続き） 

環境 原因・影響 
指標となりうる 
海藻・植生状況 

調査手法・装置 

簡易調査 機器・分析 

静穏化 

・沿岸構造物（防波堤

や埋め立てなど沖出

し構造物）に挟まれた

海岸や離岸堤設置域

で顕著。 

・台風や冬の時化など

が起こらない季節に、

長期間、海面が鏡面

状になるような内湾域

で要注意。 

・海藻表面に浮泥や

砂が堆積して汚れて

海藻の活力が低下。 

・付着生物（珪藻、小

型海藻、小動物）が増

える。 

※海底や海藻表面に

堆積した砂に珪藻が

繁茂するとべたつき、

振っても落ちにくい。 

・海藻が全体的に縮

れることがある。 

・礫域の場合は、礫の

反転・移動が減り、礫

間に跨って生える無

節サンゴモが出現。 

○石膏球 

・1～2週間、海底に設

置し石膏の減少量か

ら期間平均流速を算

出。 

・水温により石膏の溶

出速さが変わるので

留意。 

 

○写真撮影 

・デジタルカメラやビ

デオに専用ハウジン

グを装着して撮影。近

年は市民ダイバーも

多く、ダイビングスポッ

トや有名な岩の定期

的な撮影を依頼し、保

管しておくとよい。 

○電磁流速計 

・メモリー式小型機が

使い易い。 

浮泥 

堆積 

 

火山灰の

堆積もこ

の項を参

照 

・海岸・流域の人工化

（垂直護岸や河床の

三面張り）。 

・特にダムの排砂によ

る影響は深刻。 

・河口の直近（大きな

粒子が沈降）よりも、

数㎞離れた地点で粒

径の細かい泥（ウォッ

シュロード）の影響が

強く現れる。 

・海が荒れれば解消

するが、静穏な季節（

日本海側では夏、太

平洋側では冬）に、長

期間海底に堆積する

と影響が大きい。 

・藻場が深所から衰

退。 

・海藻の上に浮泥や

砂が堆積。コンブ類

は堆積部位の腐敗に

より穴があく。 

・海底の浮泥を顕微

鏡で観察すると、浮泥

に付着した海藻の発

芽体から、岩面に着

底できない様子が窺

える。 

○簡易式セディメント

トラップ 

・海底に口径の大き

いポリ瓶（縦横比4：1

程度）を設置。1～数

ヶ月放置し、堆積物を

捕集。堆積量や粒径

を比較。 

・粒土組成は目の細

かい「ふるい」から順

に堆積物を通して選

別し、重量比で算出。 

 

○写真撮影 

・海底や海藻上の浮

泥の堆積状況を撮影

（色、特に堆積物の硫

化水素発生を示す黒

色化が重要）。 

採集物の分析 

・蓋付き瓶や牛乳パッ

クを用いて海底付近

を採泥し、専門機関

等に分析を依頼。粒

径、酸化還元電位、

硫化物、強熱減量な

どを調べる。 

・サンプルは引き渡し

時まで密閉し、冷凍

保存。できれば、採集

当時の匂いや手触り

を記録しておく。 
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【コラム B-6】インターバルカメラによる魚のモニタリング 

植食性魚類のモニタリングでは、水中ビデオを用いた連続撮影や間欠撮影が行われてきたが、

長時間の撮影が難しく、撮影機材等が高価であった。最近、安価なインターバルカメラが販売さ

れるようになっているので、これを利用した植食性魚類のモニタリング方法について紹介する。 

インターバルカメラ（キングジム社製レコロなど）を専用防水ケース（特注）に格納する。海

底に固定したボルトにナット止めして設置する。カメラの前方の海底に樹脂ネットなどを固定

し、ホンダワラ類やアラメ・カジメ類などの餌海藻を結束バンドで取り付け（図 1）、魚を誘引

して撮影を行う（中嶋ら、2013）。魚の通り道と思われる場所に沿って、防水ケースの下部に錘

を付けて沈設して撮影すれば、魚の行動パターンを解明できる（梶原ら、2015）。機種により異

なるが、レコロ IR5 の場合、最大 9999枚の撮影が可能なので、撮影間隔 10 秒で約 27時間、30

秒で約 83時間の連続撮影ができる。撮影された映像（avi）を動画変換＆編集ソフト（iWi Free 

Video Converter など）を用いてコマに分解し、魚の種類、出現時刻、尾数、大きさ、行動（摂

餌、接近、および遊泳など）、摂餌海藻などを記録する。餌海藻付近に物差し（1ｍ）を写し込

んでおくと画像内のスケールとなり、魚の全長も推定可能である（中嶋ら、2014）。なお、調査

場所の海藻植生の状態により、特定の餌海藻に対する行動は変わりうるので、注意を要する。例

えば、ある時まで食べていても、周囲の海藻の生育によって食べなくなることもある。 

 

  

図 1 海底に固定したインターバルカメラによる撮影の様子と撮影されたブダイ 

 

梶原ら(2015)：藻場や磯焼け域の把握に関わる新たな装置や技術～廉価版サイドスキャンソナ

ー，ラジコンヘリ，間欠撮影カメラの利用～，水産工学，51，221-226． 

中嶋ら(2013)：植食性魚類ブダイの除去と効果判定について，平成 25 年度日本水産工学会学術

講演論文集，107-110． 

中嶋ら(2014)：植食性魚類ブダイの除去効果の持続期間について，平成 26 年度日本水産工学会

学術講演論文集，21-24． 

 

 

 

ノコギリモク 

を咥えている 

インターバル

カメラ 

餌海藻 
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【コラム B-7】★藻場の形成阻害要因を特定するための実験例 

  新潟県の真野湾ではガラモ場が分布しているが、離岸 810ｍから徐々に減少し、870ｍ以

遠ではホンダワラ類が分布しなくなる。いわゆる「沖焼け」状態である。昔は、さらに沖

まで藻場が分布していたと記録されている。この原因を把握するため、囲い網の中と囲い

網のない場所にホンダワラ類を移植し、囲い網の中のウニや巻貝をすべて排除する実験を

実施した。その結果、防護区内のホンダワラ類は残存したが、無防護区では海藻が消失し

たことから、ウニや巻貝による食害の影響が大きいと判断された。 

防護区  無防護区     想定される原因 

海藻生育  海藻生育  →   ウニや巻貝による食害はない 

  海藻生育  海藻消失      →     ウニや巻貝による食害の影響 

海藻消失  海藻消失      →     ウニや巻貝以外の原因 

  

次に、幼胚の供給の有無を調べる簡易な実験を実施した。植食性魚類やウニ、巻貝の食

害の影響を排除するためにカゴを設置し、新しい基盤を中に入れ、母藻を投入した区（投

入区）と母藻を投入しない区（無投入区）を設定した。その結果、投入区にはホンダワラ

類が繁茂したが、無投入区では繁茂しなかった。このことから、海藻のタネ不足が磯焼け

の継続要因の一つである可能性が示された。 

投入区  無投入区   想定される原因 

海藻生育  海藻生育  →   海藻のタネ不足ではない 

  海藻生育  海藻消失  →     海藻のタネ不足 

海藻消失  海藻消失  →     海藻のタネ不足以外の原因 

   

実験に用いたカゴ    投入区     無投入区 

石川ら(2010)：ガラモ場沖側の衰退要因を探る 藻場を見守り育てる知恵と技術（藤田ら

編），成山堂書店，188-194． 

防護区 無防護区 

設置直後 設置直後 

9 ヶ月後 9 ヶ月後 
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【コラム B-8】★ダウンスキャン機能を搭載した魚探を用いた藻場分布調査 

遊漁用の安価な音響測器が高性能になり、ダウンスキャン機能を有した GPS 魚探で藻場の分布

調査が行えるようになった。同じ海域を異なる時期に観測した潜水写真およびダウンスキャン画

像を下に示す。 2012年 10月は藻長 20 ㎝ほどのマクサが被度 50-80％で点在し、2014 年 3月は

マクサとともに藻長 1-1.5ｍのホンダワラ類が被度約 60％で繁茂していた。3月のダウンスキャ

ン画像では、岩や石を示す海底面の強い反射の上に、10 月には見られなかった「連立する反射

物」が明確に確認できる。クロメも同様に認識できることを確認している。測定周波数は 455KHz

である。 

音波を放射し物体からの反射を観測する音響測器は、海水が濁っていても観測が可能である

が、船が立ち入れない浅海域では調査できない。また、データ解析に手間を要することが問題点

として挙げられる。今後、藻場の被度や藻長を自動で検出するソフトウェアの開発が必要である。 

 

 

梶原ら(2015)：藻場や磯焼け域の把握に関わる新たな装置や技術～廉価版サイドスキャンソナ

ー，ラジコンヘリ，間欠撮影カメラの利用～，水産工学，51，221-226． 
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Ｃ．計画づくり 

 

計画づくりでは、現状把握により特定された要因を、除去・緩和する対策について検討

する。 

【解説】 

計画づくりでは、現状把握により特定された要因の除去・緩和に対する目標を設定し、

その目標を達成するための中身（目標とする藻場、実施場所、対策手法、実施体制、スケ

ジュールなど）について、明確にしておくことが必要である。また、この計画は、モニタ

リングを通して、磯焼け域の状況に変化が認められた場合は、柔軟に見直しできるように

しておく。 

 

１）目標設定 

目標設定では、長期的な目標及びそれを達成するための短期・中期的な目標、並びにそ

れらの達成時期等を明確にする。長期目標では、将来達成させたい藻場のあるべき姿を目

標とし、短期・中期目標では、長期目標の達成に向けて段階的に関係者が、具体的かつ達

成可能な目標を設定する。 

○ 長期目標を設定する際の留意点 

 関係者同士で合意の得られた目標となっているか。 

 目標がわかりやすく具体的な設定となっているか。 

 長期目標の達成期間は適切か（最長 5～6年とする）。 

○ 短期・中期目標を設定する際の留意点 

 関係者が実際に達成できる目標となっているか。 

 短期目標の積み上げが、長期目標の実現となっているか。 

 目標の達成期間は適切か。 

 

○ 具体的なケース例 

 短期：2 年後には対策場所に 1.5haのガラモ場を回復する。 

 中期：4 年後には対策場所に 3.0ha までガラモ場を広げ、アワビの種苗を放流でき

る体制を構築する。 

 長期：6年後には 5haのガラモ場を回復させ、アワビの漁獲量を現在の 2 倍にする。 

 

２）目標とする藻場 

磯焼け海域にかつて存在していた藻場、あるいは現在、近傍にある藻場を目標とする。

ただし、河川や沿岸域の開発、地球温暖化による水温・水位上昇などの環境変化により、

以前に存在した藻場を回復させることが困難な場合も想定されるので、そのような場合に

は、試験研究機関や専門家の意見を参考に目標とする藻場を決めるとよい（コラム C-1）。 
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３）実施場所 

できるだけ天然藻場の近傍で、磯焼け対策が安全かつ無理なく実施できる場所を選ぶ。 

４）対策手法 

「Ｄ．対策手法の検討」を参照。 

 

５）実施体制 

実施にあたっては、関係者が無理なく確実に実施できる体制を構築する。 

【実施体制づくりの留意点】 

 指示系統があいまいにならないように、リーダー（責任者）を決めておく。 

 関係者の利用しやすい情報共有基盤（例：定期的な会合、資料配布、電子メール、

SNSなど）を構築し、スムーズに情報を共有できるようにする。 

 関係者の仕事量が偏らないようにする。 

 

６）スケジュール 

短期・中期的な目標を達成させるため、海藻の生活史、阻害要因の発生時期、関係者の

参加人数・能力等を考慮して、予定や日程を組むこと。 

 

【コラム C-1】南方系のホンダワラ類 

南方系のホンダワラ類は、以前から沖縄県や鹿児島県などに自生することが知られていた

が、近年、長崎県や宮崎県などで確認・繁茂例が相次いでいる。南方系ホンダワラ類の藻場は

晩冬から初夏のおよそ 4 ヶ月に限って形成され、多年生種でありながら、夏以降はコンパクト

な状態（極端な場合には付着器のみ）で過ごす。このため、かつて周年認められていた藻場が

7 月になると急に消滅し、季節的に磯焼けのような景観（春藻場）となることがある。この春

藻場はウニには弱いが魚や高水温には強い特徴があり、四季藻場の再生が困難な水域でも磯焼

け対策の目標に設定できる場合がある（４.５参照）。 

水産総合研究センター西海区水産研究所は、下記のホームページで、長崎市沿岸で見られる

南方系ホンダワラ類を中心に南方系ホンダワラ類の分類基準を記している（図 1）。 

http://snf.fra.affrc.go.jp/sargasso/index.html 

 

図 1 西海区水産研究所 HPの抜粋 
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 Ｄ．対策手法の検討 

 

 Ｄ１．ウニの食害 

 

ウニの食害対策では、対象海域からウニを除去して、ウニの生息密度を低下させる。 

【解説】 

藻場に大きな影響を与えるウニは、キタムラサキウニ、エゾバフンウニ、ムラサキウニ、

ガンガゼ、アオスジガンガゼ、ツマジロナガウニである（参考資料 4 参照）。 

ウニの除去は、潜水して海中で潰すか、捕獲して行い、ウニの生息密度を低下させる。

除去では、潜水除去が最も効率が高いが、漁業調整規則の制限を受ける海域では、素潜り、

または船上から挟み棒等を用いる方法、餌入りのカゴを海底に沈める方法で除去が行われ

ている。なお、大量に除去されるウニは集荷し、加工品や肥料の原料とし有効に利用する

ことが望ましい（６.1参照）。 

ほかに、フェンスやカゴで藻場を囲い、ウニの侵入を抑制させて海藻を防御する方法（Ｅ

３.参照）、基質面を工夫して食圧を軽減する方法（Ｅ６.参照）がある。フェンスやカゴで藻

場を囲う方法は、特定の範囲をウニの食害から保護して濃密な藻場を形成させることによ

り、核藻場として周囲に海藻のタネを供給させることができる。ただし、藻場が形成され

る範囲は限定的であり、フェンスやカゴは波浪等で破損しやすく、メンテナンスの労力と

経費がかかることに注意する。 

 

 Ｄ２．魚類の食害 

 

植食性魚類の食害対策では、漁具等を用いて対象海域の植食性魚類を捕獲し除去する。  

【解説】 

藻場に大きな影響を与える植食性魚類は、アイゴ、ブダイ、イスズミ類、ニザダイであ

る（参考資料 4 参照）。 

植食性魚類の除去方法は、定置網、刺網、追い込み網による方法が主体である。例えば、

イスズミ類やアイゴは群れで行動する習性があるので、移動経路上の定置網で一度に大量

に除去できる。また、この習性を利用して刺し網を仕掛けても効果的に除去できる。 

遊泳力が弱い稚魚若魚のアイゴは、浅場の藻場に群れているので、追い込み網で除去す

ることができる。釣りの場合は、釣り人に対して、釣り上げた場合のリリース（再放流）

を禁止したり、あるいは植食性魚類の釣り大会を開催して植食性魚類の除去の輪を広げた

りするのも対策の一環となる。なお、除去した植食性魚類は集荷し、加工品の材料や魚粉

等の原料とし有効に利用することが望ましい（６.２参照）。 

他に、網やカゴで藻場を囲い、植食性魚類の侵入を阻止して食害から守る方法（Ｅ３.参照）、

基質面を工夫して食圧を軽減する方法がある（Ｅ６.参照）。フェンスやカゴで藻場を囲う方
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法は、特定の範囲を植食性魚類の食害から保護し、範囲内に濃密な藻場を形成させること

で、核藻場として周囲に海藻のタネを供給させることができる。ただし、範囲はウニ用の

フェンスよりさらに限定的であり、フェンスやカゴは波浪等で破損しやすいので、メンテ

ナンスの労力と経費がかかることに注意する。 

 

 Ｄ３．海藻のタネ不足 

 

海藻のタネ不足対策では、胞子や幼胚の不足により海藻の新規加入がない、もしくは少

ない場合、母藻移植やスポアバッグなどの母藻利用、人工種苗の移植による種苗利用より、

海藻の新規加入を促進させる。 

【解説】 

海況の変化や海岸地形の変化により沿岸の流れが変わることで、天然藻場からのタネ（胞

子、遊走子、幼胚）の供給が途絶え、次第に藻場が消滅してしまうことがある（図 D-1）。

このような場合は、人為的に海藻のタネを供給する必要がある。海藻のタネを供給する方

法は、近傍に母藻が豊富にある場合には母藻利用の方法で、それが難しい場合は種苗利用

の方法で行う（Ｅ４.参照）。ただし、母藻を利用する際には、遺伝子撹乱を防ぐため、同じ

種であっても遠隔地の母藻を使用せず、できるだけ近傍の藻場から母藻を入手する。 

また、海藻のタネを供給する際、植食動物による食害が認められる場合には、植食動物

の除去（Ｅ１.、Ｅ２.参照）と、海藻のタネの着生を促す方法（Ｅ５.、Ｅ６.参照）を併せて実

施すると効果的である。 

 

図 D-1 海藻のタネ不足の原因と対策 

天然藻場 

沿岸流 

海藻のタネの移流 

磯焼け 

埋め立て・人工構造物 

天然藻場 

種苗生産施設 

埋め立て等の地形変化によ

り、海藻のタネの供給が滞っ

たため、藻場が消滅した。 

母藻や種苗を利用

して、海藻のタネを

供給する。 
【母藻利用】 

【種苗利用】 
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Ｄ４．基質不足 

 

基質不足対策では、岩礁上の砂の堆積や付着性の動植物の占有により、海藻の着生可能

な基質が不足する場合、基質の設置や岩盤清掃により、海藻のタネの着生を促す。 

【解説】 

以前は岩礁が露出し藻場が形成されていたが、沿岸構造物の建設等により、沿岸流の大

きさや流向が変化し、砂が堆積して藻場が衰退する場合がある。また、沖合構造物の設置

による静穏化によって、内湾性の付着動物（カキやムラサキイガイ等）や雑海藻が優占し、

コンブ・アラメ・カジメ類の着生できる基質面が不足することがある。 

砂による岩礁の埋没は、砂の移動・堆積する原因を探り、埋没防止を検討しなければな

らないが、海底地形と漂砂の関係が難しく、制御がしにくい。このような場合には、砂の

影響が及ばない高さのある基質を設置する方法が考えられる（Ｅ５.参照）。 

また、他の付着生物と基質を巡って競合する場合には、岩盤清掃を行う方法がある（Ｅ５.

参照）。岩盤清掃を行う際には、海藻の成熟時期に、海藻のタネの供給（Ｅ４.参照）と併せ

て行うと効果的である。 

 

【コラム D-1】生物を利用した基質面の更新 

  青森県では、以前からウニによる雑海藻除去を実施している。風間浦村易国間地先では、

コンブ漁場が雑海藻の群落に遷移し、対策に苦慮していた。そこで、生殖巣の発達の悪い

ウニを移植して雑海藻の除去を行うこととした。 

 試験漁場は水深 14ｍで、アカハダ、マクサ、ツノマタなど多年生紅藻が繁茂した平坦な

岩礁域である。海藻の現存量は 1.5～2.0kg/㎡でアカハダが 81～99％を占める。1976 年 10

～11 月に、試験区中央の直径 3ｍの円内に 1,000 個体のウニを移植した。翌年の 1977 年 3

～5 月に雑海藻の駆除効果を確認した。ウニは 632 個体が採取され、面積約 44 ㎡の海底に

雑海藻はほとんど見られなくなった。除去された雑海藻は約 88kg と計算された。移植後に

採取したウニも生殖巣が発達し、商品化できた。裸地となった試験漁場では、1977 年 5 月

にはコンブの幼体が密生し、8 月には 1 年コンブ 60 本（8.8kg）/㎡、1978 年 7 月には 2

年コンブ 9 本（5kg）/㎡の生育が見られた。その後、3～4 年が経過すると、除去前の雑海

藻群落に戻った。 

  このように、コンブは遷移の初期に繁茂するので、寿命の長い雑海藻をウニに摂食させ

て除去するのは、ウニの身入りの改善にもなり良い方法である。重要なことは、ウニの適

正放流量の算出と管理である。雑海藻除去の名目で行われても、移植したウニを放置すれ

ば、新たな磯焼け域を増やしかねない。 

 

沢田ら(1981)：コンブ漁場，水産学シリーズ 38 藻場・海中林，恒星社厚生閣，130-141． 
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