
Ｄ５．栄養塩不足 

 

栄養塩不足対策では、施肥や海洋深層水の利用が考えられるが、広域での対策は難しい。 

【解説】 

黒潮の蛇行で貧栄養の水塊が接岸したり、河口位置の変更や導流堤の施工により河川水

が届かなくなったり、過度の水質浄化対策が進められたりして、栄養塩が不足して海藻が

生長できなくなることがある。このような場合の対策として、栄養塩を人為的に供給する

施肥、海洋深層水を利用する海域肥沃化などが模索されている（Ｅ７.参照）。 

 

【コラム D-2】海藻の生長における栄養塩と流れの関係 

海藻は窒素やリンなどの栄養塩を葉面から吸収して生長する。しかし、新鮮な海水が十

分に葉面へ供給されなくなると、海藻は栄養塩不足となり生長が制限される。 

川俣(2004)は、振動流中におけるアラメ幼胞子体（幼体）の生長を測定し、その純同化

率（単位時間当たり単位葉面積当たりの葉重量の増加率）が、栄養塩（硝酸塩[NO3
-]）濃度

と流速（U）との積（栄養塩フラックス）の増加に伴って増加することを明らかにしている。

流れの速い場所の海藻がよく育つのはこのためである。 

 

 

 

川俣(2004)：振動流中におけるアラメ幼胞子体の成長速度，平成 16 年度日本水産工学会学

術講演会講演論文集，25-28． 
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Ｄ６．懸濁物質の増加 

 

懸濁物質の増加を防ぐ対策では、発生源の懸濁物質の除去・緩和が望ましい。影響域で

の対策には基質の設置や基質形状の工夫がある。 

【解説】 

河川工事や降雨による出水の増加、沿岸構造物による流動の減少などが原因で、沿岸の

濁りが増すことがある。一過性の濁りであればやがて回復するが、濁りが長期間継続する

と、沈降する泥分が海底の基盤上に堆積する。多くの場合、泥分に有機物が含まれるため

粘着性があり、基盤の斜面にも浮泥が付着する。㎜オーダーの浮泥の堆積でも、大きさが

数μmしかないコンブ・アラメ・カジメ類の遊走子は着底できなくなる（図 D-2）。 

河川から濁りが発生する場合は、まず河川管理者へ防止・軽減策を依頼すべきである。

このような場合、局所的な効果しか期待できないが、光量を確保するために水深を浅くす

るための基質を設置する（Ｅ５.参照）、あるいは基質形状を工夫し浮泥が堆積しにくくする

方法が考えられている（Ｅ６.参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D-2 懸濁物質の影響 
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【コラム D-3】海藻の生育に必要な光量 

陸上の植物と同様に、海藻の生長も光合成による有機物生産によって支えられている。海藻の

生育に必要な光強度（照度）としては、表 1のような限界値が示されることが多い。ただし、こ

れらは室内培養の結果であることが多く、天然の海藻群落を対象として、「光量不足が何日間継

続すると海藻が生育できなくなるか？」ということを調べた研究ではない。 

          表 1 海藻増殖実験時の照度（lux）の限界値 

種名 成熟～配偶体成熟期 幼芽期 成葉期 

サガラメ・アラメ 3,000～10,000 90～60,000 ～30,000 

カジメ 3,000～10,000 90～60,000 ～30,000 

マコンブ 3,000～6,000   

ワカメ 2,000～6,000   

マクサ ～500   

            漁港・漁場の施設の設計の手引き 2003 年版より作成 

 Lüning & Dring(1979)は、水中光量子量の連続測定と潜水観察の結果から、大西洋 Helgöland

島の Laminaria hyperporea の生育限界が、濃密な群落レベルでは表面光の 4％、個体レベルで

は表面光の 0.7％であることを明らかにしているが、本来、このレベルのデータ蓄積が望まれる。

さらに、彼等自身も述べているように、「群落レベル」という表現についても、「葉面積指数」、

「個体密度」、「現存量」というようなデータで客観化する必要がある。今後、このような前提

で、多くのデータを集積し（それなりの努力が必要）、体系化や理論化を進めることが必要であ

ろう。コンブ目藻類の個体レベル（葉面積 1以下と言う意味）での生育限界水深と海水の濁り（吸

光係数）との関係については、北半球の地理的に異なる 7つの海域について調べられており、両

者の関係は定式化されている(坂西・飯泉，2004)。 

 また、藻場を構成する海藻が必要とする光量は、生理学的なアプローチ（光合成－光曲線と現

場の光量）により、日補償積算光量（1 日の光合成量と呼吸量が釣り合う光量）として求められ

ている。日補償積算光量は、北海道東部太平洋岸のナガコンブでは 0.52mol ｍ-2 d-1（生育限界

水深で約 4ｍ）、三重県志摩半島沿岸のアラメ幼体では 0.42mol m-2 d-1（生育限界水深は海表面

光量の約 1.1％）、同沿岸のカジメ幼体では 0.24mol m-2 d-1（生育限界水深は海表面光量の約

0.6％）、山口県日本海沿岸のノコギリモク幼体では 0.41mol m-2 d-1（生育限界水深は海表面光

量の約 1.3％）と報告されている。 

Lüning k & Dring MJ (1979)：Continuous underwater light measurement near Helgöland (North 

Sea) and its significance for characteristic light limits in the sublittoral region，

Helgoländer wiss Meeresunters，32，403-424． 

坂西ら(2001)：釧路市沿岸における夏季のナガコンブの日補償深度，北水研研報，65，45-54． 

Maegawa, et al.(1988)：Comparative studies on critical light condition for young Eisenia 
bicyclis and Ecklonia cava, Jpn J Phycol, 36, 166-174. 

Murase et al.(2000)：Relationships between critical photon irradiance for growth and daily 

compensation point of juvenile Sargassum macrocarpum, Fish Sci, 66, 1032-1038. 
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【コラム D-4】浮泥の採取・測定方法 

海底の浮泥は、家庭の石油ストーブなどに使う簡易吸引ポンプを使って採取できる。 

① 簡易吸引ポンプの吹き出し側にビニール袋をテ

ープで固定し、内部の空気を排除しながら折り

畳み、紐等で縛る。この時、折り曲げた番線等

で逆止弁を開放しておくと空気が抜けやすい。

吸い込み側は長さ 10㎝程度に切断しておく。 

② ポンプ部および蛇腹ホース内部に海水を満たし

て、空気を排気しておく。 

③ 岩盤上に小型の方形枠（10×10㎝）を置き、前述の簡易吸引ポンプにより浮泥を海水ごと

吸引する。方形枠は、できる限り平坦で凹凸の少ない場所に設置する。 

④ 採集後、船上でビニール袋内の試料を褐色ポリ瓶（2㍑）数本に入れ、保冷して輸送する。 

採取した試料には、軽

い浮泥と重い堆砂が混じ

っている。堆砂は、細砂や

微小な貝殻片などからな

り、浮泥に比べ格段に重

く、吸引した試料の重さを

測る時に、重量の大部分を

占めてしまう。このため、

浮泥は、試料から堆砂を分

離して測定する。 

浮泥の分析方法を図 1

に示す。浮泥採集時に海水

中の浮遊物質量（SS）が多

い場合は、採集地点直上層

で採水し、SS を測定して

おくことが望ましい。 

 

(社)マリノフォーラム 21

ほか(1999)：浮泥採集

調査，平成 10 年度浅

海域緑化技術の開発

に関する報告書，

190-202． 

図 1 浮泥の分析法 
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Ｅ．対策の実施 

ここでは、磯焼け対策技術について紹介する。ただし、阻害要因が複数ある場合には、

紹介する対策技術を効果的に組み合わせて実施する。 

 

 Ｅ１．ウニの除去 

 

ウニの除去は、作業効率の高いスキューバ潜水による方法がよい。ただし、これにより

難い場合には、素潜り、あるいは船上から挟み棒などの漁具を用いる方法や餌の入ったカ

ゴを設置する方法がある。これらの方法は作業範囲が限定的で、作業効率もスキューバ潜

水に比べて劣ることから、実施にあたっては、十分に作業計画を検討する。 

【解説】 

ウニの除去は、スキューバ潜水によって、ウニ鉤等でウニを除去したり、ハンマーで潰

したりしてウニ密度を下げるものである。 

実施にあたっては、事前にウニの生息密度、生息水深帯、透明度、波浪条件、底質を把

握するとともに、作業性や経済性、海藻の成熟期、あるいはウニの産卵期を考慮して作業

計画を立案する。ウニの除去は、除去区域内のウニを完全に除去できるまで継続して実施

し、その後のウニの密度を確認しながら除去範囲を拡大させて行く。ただし、実施場所に

は目印のブイ、またはウニフェンスを設置して範囲を明確にしておくことが必要である（Ｅ

３.参照）。 

 

１）潜水除去 

（１）対象のウニ 

藻場への影響の大きいウニは、キタムラサキウニ、エゾバフンウニ、ムラサキウニ、

ガンガゼ類、ナガウニである（参考資料 4参照）。 

 

（２）除去する場所の決め方 

潜水除去をする場所は、実施体制、作業員の能力、安全性に留意するとともに、成果

が早期に発現しやすい次のような場所から始めるとよい。また、場所を設定する際には、

ウニが中心部に侵入するまでに時間を要する正方形にした方がよい。 

 近傍に海藻群落が残っている場所 

 対象海域で最後まで藻場が残っていた場所 

 砂に囲まれた孤立した岩礁 
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（３）潜水除去作業の所要人数 

潜水除去作業の所要人数は、作業員の能力と除去面積を勘案して設定する。スキュー

バ潜水によるウニの除去の所要人数の算出は下記の式により求める。 

Ｍ＝
Ｓ×ｆ

ｎ×ｔ
 （人） （小数１位切り上げ） 

  ここで、Ｍ：スキューバ潜水除去の所要人数（人） 

      Ｓ：ウニ除去区域の面積（㎡） 

      ｆ：平均ウニ密度（個／㎡） 

      ｎ：ウニ除去速度（個／人・時間） 

      ｔ：１日当たりの潜水作業時間（時間） 

 ウニ除去速度は、実施時期、水深、透明度、海象条件により変動する。参考までに、

各地の事例を示す。 

 北海道江良地先：ｎ＝1,260個/人・時間 

（キタムラサキウニ回収、密度：5個／㎡） 

 福岡県宗像市地先：ｎ＝900個/人・時間（秋本ら，2008） 

（海底でガンガゼを潰す、岩礁、密度：6.0～9.0個／㎡） 

 三重県尾鷲市早田浦地先：ｎ＝552個/人・時間（倉島ら，2014） 

（海底でガンガゼを潰す、岩盤・岩塊・巨礫等、密度：2.0～8.8個／㎡） 

 

（４）海中でウニを潰す方法 

石の表面のウニはハンマーで潰す、石の隙間にいるウニはウニ鉤で掻き出してハンマ

ーで潰す（図 E1-1）。道具は、ウニ鉤とハンマーを用いる（図 E1-2）。潰す際には、完

全に潰す、あるいは半分以上に割るなどして大きく潰す。除去範囲内のウニ密度の推移

を把握するため、潰したウニの数を各自でカウントし、終了後に申告して記録しておく。 

  
図 E1-1 ウニの潰し作業 
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図 E1-2 ウニを潰す道具 

※右上の写真は漁業者が考案したガンガゼ用の

道具。先端部がＴ字型、あるいは十字型になっ

ており、ウニを突いて潰せる様になっている。 

 

 

（５）ウニを回収する方法 

ウニを回収する場合は、潜水によるウニ漁と同じ要領で、ウニ鉤で掻き出し手タモ（材

質は、プラスチックやステンレス）、あるいは網袋に回収し、ある程度集めた時点で船上

に運び上げる（図 E1-3）。除去範囲内のウニ密度の推移を把握するため、１個当りのウニ

の重量を計測し、袋等の重量から 1 袋当たりの個数を割り出して、使用した袋の延数量

から全体の除去個数を算出し記録する。 

 

  

図 E1-3 ウニを回収する作業状況 

 

除去したキタムラサキウニ、エゾバフンウニ、ムラサキウニを、近傍の天然藻場へ移植する場

合（図 E1-4）は、天然藻場のウニ密度が高くならないように注意し、その後に必ず漁獲

する。 

たくさんのウニを潰すため、手に負担

がかからないように、ハンマーの持ち

手の部分にゴムやクッション材を巻い

ておくとよい。 
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図 E1-4 除去したウニの移植作業 

 

（６）実施するにあたっての留意点 

 ウニは漁業調整規則で採捕（除去を含む）が禁止されている。市町村等の自治体が

漁業協同組合の要望でウニ除去を実施する場合やボランティア等がウニ除去を実施

する場合には、都道府県知事の特別採捕許可が必要である。 

 ウニ除去は、水深が深い場所から浅い場所に移動しながら実施すると効率的である。 

 ウニ除去の作業効率を図るため、事前に作業の説明を行うとともに、実施海域には

進行方向や対象範囲を明確にしたガイドロープを海中に敷設しておくとよい（図

E1-5、図 E1-6）。 

 ガンガゼなどは小さな穴を開けただけでは、再生する恐れがある。また、潰したウ

ニの見分けが付きづらいので、潰す場合は完全に二つに割るか、あるいは砕いてし

まうように心がける（図 E1-7）。 

 棘
とげ

の長いガンガゼは棘が刺さりやすく、刺さると激しい痛みを引き起こす。作業中

は周りに注意し、長めのウニ鉤や専用の棒を用いて注意深く作業を行うように心が

ける。刺された場合は、目に見える棘は、体内に残らないように丁寧に抜き、医療

機関で治療を受ける。患部を 40～50度のお湯につけると痛みを和らげることができ

る。 

 ウニを除去する時期によっては、除去後イワガキ、ヒバリガイモドキ、ソフトコー

ラルなどの他の付着動物が優占することがあるので注意する（図 E1-8） 

 アメフラシや植食性巻貝が目立つようであれば、同時に除去するとよい（図 E1-9）。 
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