
【コラム 2-1】藻場の垂直分布と立体構造 

 富山県氷見市虻が島周辺の藻場において、2001 年 6 月に岸から沖に向けて調査側線を設置

し、繁茂状況を観察するとともに、50×50 ㎝の方形枠による採集を行い、藻場の立体構造を

示す生産構造（群落の高さ 20 ㎝毎の藻体重量の分布）を調べた。 

 結果は、基点付近の水深 0.5ｍの岩盤上ではイソモクだけが繁茂し、その高さが 60 ㎝以下

と低かった。イソモクは糸状の付着器をもち、そこから栄養繁殖して新しい株を出すために波

浪が強い浅い場所でも繁茂することができる。 

 基点からの距離 38ｍ（水深 6.7ｍ）の転石上ではノコギリモクが優占し、ヤツマタモク、ヨ

レモク、マメタワラおよびホンダワラが混生していた。その高さと現存量は、調査した地点の

うちで最も高い値であった。このように、やや深い水深においては波浪などが比較的安定する

ため、多様なホンダワラ類が混生する。ここでは、ノコギリモクは、光をめぐる種間競争によ

り主枝を伸長して葉状部を展開し最も優占することができるが、他の種は群落内部の弱光下で

じっと耐えているように見受けられる。 

 距離 290ｍ（水深 16.8ｍ）の岩盤上ではエンドウモク、マメタワラおよびツルアラメが混生

した藻場であった。エンドウモクが伸長し、ツルアラメが藻場の下層で葉状部を展開していた

が、現存量は他の地点と比べ低い値であった。水深が深く光量が低い地点では、出現する種や

現存量がある程度限定されている。 

 以上のように、藻場は、同一海域でも水深により、構成種や現存量が異なることが明らかに

なった。また、通常、方形枠の刈り取り調査からは種ごとの現存量だけが把握できるが、採集

藻体を層別に切断し、それぞれの重量を測定して図示することにより、藻場の立体的な構造（生

産構造）を明らかにできる。このような図を作成することにより、藻場の繁茂状況を具体的に

把握できるとともに、魚介類や餌生物の生息空間をイメージすることができる。 

 
藤田ら(2003)：氷見市虻が島のガラモ場の垂直分布，生産構造および葉上動物相，富山県水試

研報 14，43-60． 

 

- 8 -



【コラム 2-2】藻場構成種の年齢形質と藻場の年齢構造 

 多年生海藻の藻場は多様な年齢の個体で構成されている。これは年齢構造（年齢組成）を調

べることにより、理解を深めることができる。そのためには、構成種の年齢を推定するための

年齢形質（年齢を反映して伸長・肥大する部位）を明らかにする必要がある。海中（潜水調査）

でも容易に測定できる年齢形質として、アラメでは枝長（谷口・加藤，1984）や茎長（喜田・

前川，1985）、カジメでは茎長（喜田・前川，1985）など、フシスジモクでは主軸長（桐原ら， 

2003b）、ヨレモクでは茎の周囲の長さ（桐原ら，2003a）、ノコギリモクでは茎径（村瀬，2005）

が使われ、それぞれの藻場の年齢構造が解析されている。 

 

 

図 1 ヨレモクの付着器内部の生長輪数（矢印）と茎の周囲長との関係（左）および 

藻場内の年齢組成（右） 

 

喜田・前川(1985)：アラメ・カジメ群落に関する生態学的研究－V，茎長組成および年齢群の

季節変化，三重大水産研報，12，119-129． 

桐原ら(2003a)：ヨレモク，藻場の海藻と造成技術（能登谷編），成山堂書店，27-47． 

桐原ら(2003b)：フシスジモク，藻場の海藻と造成技術（能登谷編），成山堂書店，47-65． 

村瀬(2005)：ノコギリモク群落を構成する成体群と幼体群の生態的特性，月刊海洋，37， 

488-493． 

谷口・加藤(1984)：褐藻類アラメの年齢と生長，東北水研研報，46，15-19． 
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【コラム 2-3】藻場の年間純生産量と現存量 

 藻場の年間純生産量（単位面積当りにおいて 1 年間に生産される有機物量から呼吸などの損

失量を差し引いた量）は、1 ㎡当りマコンブが 1.27kg(乾重)、ホソメコンブが 63.2～206.3 ㎏

(湿重)、ワカメが 60.9～92.1 ㎏(湿重)、アントクメが 1.8 ㎏(乾重)、アラメが 20 ㎏(湿重)、

カジメが 2.7～2.9 ㎏(乾重)、クロメが 2.8～2.9 ㎏(乾重)、ホンダワラ類では 0.9～8.3 ㎏(乾

重)と報告されている（表 1）。 

 生産量と現存量の関係は、年間の最大現存量に対する純生産量の比（表中の P/B）によって

把握することができる。P/B 比は、コンブ類が 1.5～2.3、アラメ・カジメ類が 1.0～2.4、ホ

ンダワラ類が 1.0～1.7 である。P/B 比は、各種の生長様式の違いのほか、同じ種類でも生育

水深、波浪や食害の影響などにより異なることもわかってきた。したがって、既知の P／B 比

を利用して年間の現存量の最大値から年間純生産量を求める場合には、現存量の季節変化を把

握するとともに衰退要因（波浪や食害などの影響）に留意する必要がある。 

表 1 藻場の年間純生産量と最大現存量（d.w.：乾重量，w.w.：湿重量） 

構成種名 海 域 
水深 

（m） 

年間純生産

量（Ｐ） 

(kg･m-2･y-1) 

最大現存量

（Ｂ） 

(kg･m-2) 

P / B 文  献 

マコンブ 宮城県女川湾 1～2 1.27(d.w.) 0.83(d.w.) 1.5 中脇ら，2001 

オニコンブ 北海道羅臼 2～4 85.6(w.w.) 37.3(w.w.) 2.3 名畑・酒井，1996 

ホソメコンブ 岩手県門之浜湾 3～5 
63.2～ 

206.3(w.w.) 

42.1～ 

 92.2(w.w.) 

1.5 ～

2.3 
武蔵ら，1993 

ワカメ 岩手県門之浜湾 
記載 

なし 

60.9～ 

 92.1(w.w.) 

47.8～ 

 75.8(w.w.) 

1.2 ～

1.4 
中井ら，1993 

アントクメ 東京都伊豆大島 10 1.84(d.w.) 0.93(d.w.) 2.0 駒澤ら，2010 

アラメ 宮城県松島湾 2～4 20(w.w.) 
15～ 

 20(w.w.) 

1.0 ～

1.3 
吉田，1970 

サガラメ 愛知県知多半島 1 5.23(d.w.) 2.21(d.w.) 2.4 蒲原ら，2009 

カジメ 静岡県下田 5 2.9(d.w.) 3.0(d.w.) 1.0 Yokohama et al.，1987 

カジメ 高知県土佐湾 6～7 2.73(d.w.) 2.57(d.w.) 1.1 富永ら，2004 

クロメ 長崎県壱岐 5～7 
2.79～  

 2.88(d.w.) 
1.53(d.w.) 

1.8～ 

1.9 
八谷ら，2014 

ノコギリモク 京都府若狭湾 2～2.5 2.13(d.w.) 1.26(d.w.) 1.7 Yatsuya et al.，2005 

ノコギリモク 石川県飯田湾 4～6 8.25(d.w.) 7.07(d.w.) 1.2 谷口・山田，1978 

ノコギリモク 山口県深川湾 8 1.60(d.w.) 1.16(d.w.) 1.4 Murase et al.，2000 

ヤツマタモク 京都府若狭湾 2～2.5 2.41(d.w.) 1.61(d.w.) 1.5 Yatsuya et al.，2005 

ヤツマタモク 石川県飯田湾 4～6 5.53(d.w.) 4.02(d.w.) 1.4 谷口・山田，1978 

マメタワラ 京都府若狭湾 2～2.5 1.47(d.w.) 0.98(d.w.) 1.5 Yatsuya et al.，2005 

アカモク 宮城県松島湾 1～5 21.42(w.w.) 19.21(w.w.) 1.1 谷口・山田，1988 

フシスジモク 北海道色丹半島 1 0.95(d.w.) 0.90(d.w.) 1.1 津田・赤池，2001 

ヨレモク 京都府若狭湾 2～2.5 1.46(d.w.) 1.11(d.w.) 1.3 Yatsuya et al.，2005 

エゾノネジモク 宮城県牡鹿半島 1～2 0.90(d.w.) 0.81(d.w.) 1.1 Agatsuma et al.，2002 

エゾノネジモク 宮城県牡鹿半島 2～3 1.96(d.w.) 1.83(d.w.) 1.1 村岡・能登谷，2003 

スギモク 秋田県男鹿半島 1～3 10.48(w.w.) 10.35(w.w.) 1.0 中林・谷口，2002 

ジョロモク 京都府若狭湾 2～2.5 1.20(d.w.) 0.78(d.w.) 1.5 Yatsuya et al.，2005 
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Agatsuma et al.(2002)：Annual life cycle and productivity of the brown alga      

Sargassum yezoense off the coast of the Oshika Peninsula, Japan, SUISANZOSHOKU，

50, 25-30． 

蒲原ら(2009)：伊勢湾東部沿岸サガラメ群落における年間純生産量と炭素・窒素の年間吸収量，

日水誌，75，1027-1035．谷口・山田(1978)：能登飯田湾の漸深帯における褐藻ヤツマタ

モクとノコギリモクの生態，日水研研報，29，239-253． 

駒澤ら(2010)：伊豆大島における暖海性コンブ目アントクメ群落の純生産量，藻類，58，

173-178． 

村岡・能登谷(2003)：エゾノネジモク，藻場の海藻と造成技術（能登谷編），成山堂書店，75-81． 

Murase et al.(2000)：Productivity of a Sargassum macrocarpum (Fucales, Phaeophyta) 

population in Fukawa Bay, Sea of Japan, Fish Sci，66, 270-277． 

武蔵ら(1993)：コンブの生活様式と生産量に関する研究，平成 4 年度岩手県南部栽培漁業セン

ター事報，75-79． 

名畑・酒井(1996)：２年目オニコンブの年間純生産量，北水試研報，49，1-5． 

中林・谷口(2002)：男鹿半島沿岸におけるスギモク群落の季節変化と生産力，日水誌，68，

659-665． 

中井ら(1993)：天然ワカメの生活様式と生産量に関する研究，平成 4 年度岩手県南部栽培漁業

センター事報，80-84． 

中脇ら(2001)：女川湾における褐藻マコンブ群落の生活年周期と生産力、水産増殖，49， 

439-444． 

谷口・山田(1978)：能登飯田湾の漸深帯における褐藻ヤツマタモクとノコギリモクの生態，日

水研研報，29，239-253． 

谷口・山田(1988)：松島湾におけるアカモク群落の周年変化と生産力，東北水研研報，50，59-65． 

富永ら(2004)：高知県土佐湾産カジメにおける葉状部の生産量と葉状部基部の大きさの季節変

化，藻類，52，13-19． 

津田・赤池(2001)：北海道積丹半島西岸におけるフシスジモク群落の生活年周期と生産力，水

産増殖，49，143-149． 

Yatsuya et al.(2005): Annual net production of the five Sargassaceae species in Yoro, 

western Wakasa Bay, Sea of Japan, Fish Sci, 71, 1098-1106． 

八谷ら(2014)：長崎県壱岐市郷ノ浦町地先におけるクロメ群落の現存量および生産量の季節変

化，Algal Resources，7，67-77． 

Yokohama et al.(1987)：Productivity of the Ecklonia cava community in a bay of Izu 

Peninsula on the Pacific coast of Japan, Bot Mag Tokyo，100, 129-141． 

吉田(1970)：アラメの物質生産に関する 2・3 の知見，東北水研研報，30，107-112． 
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【コラム 2-4】藻場の経済的価値 

藻場の水産的経済効果は、藻場より漁獲される魚介類の種類によって異なる。実際には、稚

魚期には藻場に生息していながら、成長に伴って別の場所へ移動する種類が多く、算出は難し

い。藻場造成事業における藻場の経済効果について、過去の報告によれば、コンブ場では 1.5

万円／㎡、アラメ・カジメ場ではサザエ・ウニ・アワビ類などの餌場として 1.7 万円／㎡、ガ

ラモ場など磯漁の漁獲から 2.0 万円／㎡が見込まれている（大野，1996）。 

また、藻場による炭素固定量については、海藻草類の生活史や物質循環の既往知見から、長

期的な固定量が試算されている。その試算にあたっては、①炭素循環の過程で常時生物体が固

定・貯蓄する量、②堆積物として海底に固定される量、③対象海域の沖合深所へ流出・移送さ

れる量、④分泌される溶存有機物のうち難分解性物質量の合計と考え、藻場タイプ別に、炭素

循環の特徴を考慮しながら試算されている（伊藤ら，2009、表 1）。これをもとに長期的な炭

素固定量の貨幣化を試みると、1 ha のアラメ・カジメの場合は、2008 年 4 月の EU 排出権価格

で約 12,000 円/年と試算される。 

アラメ・カジメ場 1ha についてみると，サザエ・ウニ・アワビの餌場として 1 億 7 千万円（＝

1.7 万円/㎡×1 ha）、炭素固定量からみて 1 万 2 千円/年となるが，このほかに稚魚育成，水

質浄化，消波など様々な機能があることから、億単位（恐らく数十億円）になることは間違い

ない。 

 

表 1 各藻場における長期的な炭素固定量の試算結果 

単位：㎏-C/㎡/年 

要 素 アマモ場 ｱﾗﾒ・ｶｼﾞﾒ場 コンブ場 ガラモ場 

最小現存量（定常的生物量） 0.02 0.34 0.09 0.19 

藻場内での堆積 0.04 － － － 

海洋中深層への移送 0.03 1.29 － 0.43 

藻体からの分泌（難解性物質） 0.01 0.04 0.04 0.06 

固定量合計 0.10 1.67 0.13 0.68 

 

大野(1996)：電力発電所と共生する藻場の生態系，電力土木，262，87-98. 

伊藤ら(2009)：藻場による炭素固定量の試算，水産工学，46，135-146. 
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３．磯焼けとは 

 

３．１ 磯焼けの定義 

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越えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」（藤田，2002）

である。一旦、磯焼けが発生すると、藻場の回復までに長い年月を要したり、磯根資源の

成長の不良や減少を招いたりするため、沿岸漁業に大きな影響を及ぼす。磯焼けが発生す

る原因、藻場が衰退した後の景観、影響、回復までの継続期間などは、各海域の地形、海

洋学的特性、生物の種組成、沿岸利用・開発の歴史・現状などによって異なる。 

磯焼けについては、これまでにも様々な定義がなされ、やや混乱を招いている＊が、こ

のガイドラインでは、国内の歴史的な背景や現実的な対応の必要性を考慮して上記の定義

とする。大切なのは、藻場の衰退・消失を「磯焼け」、「磯焼けではない」と区別するこ

とではなく、全国各地で著しく藻場が衰退して（させ続けて）いる現実を直視し、少しで

もこれを食い止めるとともに、回復に向けた努力を惜しまないことである。 

＊例えば、先の「磯焼け診断指針」(2002）では「海中林を構成する褐藻を中心にそれまで優占していた

多くの海藻が消滅し、無節サンゴモ群落が浅所へ拡大し、海中林に依存して生活するアワビなど有用な

魚介類が減少して漁業生産が著しく低下する現象」としている。しかし、元来、磯焼けは、寒天原藻と

して重要な「紅藻」テングサの衰退を嘆いた伊豆地方の方言で、「褐藻」に限定する理由はない。また、

必ずしも海藻が「消滅」に至ったり、無節サンゴモ群落の「浅所への拡大」が起こったりするとは限ら

ない。そもそも無節サンゴモは海中林やテングサ群落の下草として多少とも生育しており、群落の（深

所から）浅所への拡大は確認されたことがない。また、上記の指針では、「生態学的な要因」による藻

場の衰退のみを磯焼けとし、「人為的な要因」による現象をこれと区別しているが、後者も生態学の範

疇であることは自明で、古くから津々浦々で人間が大きく関わってきた日本では、海域により程度の差

こそあれ、両要因の影響は不可分である。 

 

３．２ 磯焼けの影響と回復までの期間 

磯焼けが継続すると、海域ごとに、海藻だけでなく、その群落に依存していた様々な生

物に影響が現れる。ひとまとめに言えば、「魚介藻類の減少や成長・成熟不良」といえる

が、一方で、サンゴモ類のように増加する生物もある。一般に、ウニや貝は飢餓に強く、

成長不良のまま生き続けて海藻の芽生えなどを食べるため、藻場回復の阻害要因にもなり

うる。表 3-1に、水産庁（1981）などを参考にして主な磯根資源の変化をまとめた。 

これらの生物の増減は、漁獲統計（図 3-1）やモニタリング調査（図 3-2）によって裏付

けられている場合もあるが、漁業者からの聞き取り調査でしか把握できない場合もある。

特に、漁獲統計のない生物、遊漁・密漁の盛んな生物、藻場との関係が一時的もしくは間

接的な生物に対しては、磯焼けの影響はよくわかっていない。 

磯焼けの持続期間は、一過性や周期的な気象・海況変動に基づく場合、数年程度（群落

の更新に要する期間）であるが、藻場形成阻害要因が持続する場合には、多少の変動を繰

り返しながらも、半世紀以上にも及びうる。環境が大きく改変された場合は不可逆的とな

り、記録的な気象・海況イベントが起こらない限り、海藻植生は回復しない。 
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表 3-1 磯焼けの発生・継続によって起こる主な磯根資源の変化 

分類群 影 響 備 考 

海藻 （減少）コンブ類、アラメ、カジメ、ワカメ、ホンダワ

ラ類（およびこれに着生するモズク）、テングサ＊ 

→ 現存量・生育面積の減少、食痕や冠泥による汚

損個体の増加、胞子・遊走子供給の減少、寄り藻の

減少など藻場機能（表2-2）の低下・喪失 

（増加）無節サンゴモ＊＊、トサカノリ、キントキ、フク

ロノリ、ウミウチワ、アントクメ、アオサなど。 

→ 現存量・生育面積の増加、胞子・遊走子供給の

増加 

＊海域によっては増加する

こともある。 

 
＊＊ウニなどの摂食に対し

ては強いが、摂食圧が極

めて高い場合は、やはり食

害を受ける。 

貝類 （減少）アワビ類＊、トコブシ、サザエ＊＊、小型巻貝類 

  → 成長不良「痩せ貝」 

＊カリフォルニアでも認

められた。 
＊＊増加することもある。 

甲殻類 （減少）イセエビ＊、ヨコエビ・ワレカラ類（葉上動物） ＊ロブスターは逃避モード

を「海藻の茂み」から「転

石下」へ変える。 

ウニ類 （減少）キタムラサキウニ＊、エゾバフンウニ＊、バフン

ウニ＊ 

→ 有用種の減少＊＊・身入り低下「空ウニ」・成長

回復能の喪失 

（増加）ガンガゼ、ナガウニ、ムラサキウニ 

  → ガンガゼなど非食用種の増加＊＊  

＊増加することもある。 
＊＊南米のチリでも起こっ

ている。 

磯魚類 （減少）餌料、産卵基質および保育場の喪失  

その他 （増加）カンザシゴカイ、サンゴイソギンチャクの増加

など。 

 

 

図 3-1 アワビ漁獲統計（静岡県下田市田牛）に表れた周期的な磯焼け(河尻ら（1981）

を改変、長谷川雅俊氏提供)（上の帯は黒潮蛇行期、縦帯は特に顕著な時期を示す。） 
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図 3-2 テングサ群落衰退のモニタリング調査（富山県滑川市）(Fujita et al. 2006) 

群落の下限に目印として土嚢やステンレス製チェーンを置いている。この群落では沿岸

改変のほか、1998 年（梅雨明け宣言がなかった年）の長雨の影響で著しく後退した。 

 

３．３ 磯焼けの原因としくみ 

これまでに日本で磯焼けの発生や継続の原因と考えられてきた項目を表 3-2に示した。

原因の及ぶ範囲や継続期間は項目によって異なり、単独ではなく複合要因として藻場を衰

退させることもある。中には、ほとんど実態が把握されていない項目や、国内では時代背

景とともに姿を消しつつある項目もあるが、ここでは敢えてこれらの項目も掲げてある。

これは、藻場が各地の沿岸で微妙なバランスの上に成立し、自然の猛威だけでなく、様々

な人間活動が影響を及ぼしうることを十分に認識すべきと考えるからである。 

近年の藻場の衰退に限り、局所的な現象を除いて表 3-2の項目を整理しなおすと、国内

で磯焼けが発生・継続するしくみは、①海藻が植食動物に食われる、②海藻が枯れる、③

海藻が芽生えなくなる、④海藻が流失する、のいずれか、もしくはこれらの組み合わせと

いうことになる。 

 

３．４ 磯焼けの景観と無節サンゴモ 

ウニ、魚、浮泥による磯焼けの景観を図 3-3に示す。このように、磯焼けによって生じ

る貧植生域の景観は様々で、「無節サンゴモや無脊椎動物が優占する」（図 3-3 左上）、

「少なくとも季節的に多少の直立海藻や付着珪藻が出現する」、「海藻の付着器や茎状部

などの残骸が存続する」（図 3-3左中，右中）、「岩肌が露出して裸地に近い状態となる」、

「浮泥に被われる」（図 3-3右下）、などの場合がある。なお、図 3-4 には、ウニが優占

する磯焼け域における海藻植生の残存状況を示しているが、磯焼け域といえども、海水流

動の大きい突端部（波食台、波食溝）や離れ岩・暗礁、砂に囲まれた岩盤、あるいは河川

水の影響が強い河口周辺では海藻が生え残っているのがふつうである。 
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表 3-2 日本で考えられてきた磯焼けの発生または継続の要因 

項目 例 備考 

１．海況の変化 黒潮・対馬暖流の優勢・接岸、

親潮第一分枝の離岸、流氷接

岸 

冬季または夏季の高水温が問題となり、夏季

は貧栄養も伴う。流氷接岸は「磯掃除」（雑藻

駆除）効果の方が大きい。 

２．栄養塩の欠乏 イカゴロ海中投棄の中止、砂

防ダムの増加、海岸道路の敷

設、沢水・河川水の流入減少・

拡散阻止 

窒素・リン（・鉄？）の不足は、海藻の生長や

体色、成熟に影響を及ぼしうる。沿岸・流域

の改変や沿岸への栄養塩フィードバックの喪

失により、富栄養域と貧栄養域の差が拡大し

、水質規制域では栄養塩不足も懸念される。 

３．淡水流入の影響 山林伐採（河川氾濫、堰の一

時放水）、原野開拓、豪雨・長

雨、ダム排砂 

古くは低塩分により外洋性の海藻を枯死させ

ると考えられていたが、実際は出水時の浮泥

堆積や海水の濁りの影響が深刻。出水時に

はむしろ栄養塩供給効果が期待される。 

４．天候の異変 台風・暖冬 広域で台風の影響が考えられたのは相模湾

西部のキティ台風（1949年）のみ。近年、アラ

メ・カジメ類の脱落を促している。 

５．植食動物の食害 ウニ、サザエ、アメフラシ、小型

巻貝、植食性魚類（アイゴ、ブ

ダイ、ノトイスズミ、ニザダイなど

） 

ウニ・魚以外は副次的であるが、サザエはテ

ングサ場、アマクサアメフラシはワカメ場で時

々問題になる。 

６．海底基質の占有 無節サンゴモ、ゴカイ類、サン

ゴ、サンゴイソギンチャク、ヒバ

リガイモドキ 

無節サンゴモは、食害、波浪、海水の濁り、

浮泥の堆積などに強く、海藻が少ない区域（

衰退域も含む）で繁茂しやすいが、磯焼けの

原因よりも結果である。サンゴやサンゴイソギ

ンチャクの増加は南日本で顕著。 

７．海底基質の埋没 火山灰、漂砂、浮泥 火山灰の被害は、古くは駒ケ岳、近年は普

賢岳や三宅島で起きた。漂砂や浮泥は近年

の沿岸・河川の改変と関係が深い。 

８．公害 鉱山・工業・生活排水、発電所

温排水、河川改修、海岸道路・

港湾・護岸工事（特に、埋め立

てや沖出し構造物）、圃場整備

、農薬  

現在、国内の鉱山は大半が閉山になり、高度

成長期に比べて沿岸の汚染も改善されたが

、沿岸構造物の増加により静穏化や浮泥の

堆積、植食動物の定住が進んでいる。 

９．漁業・増養殖 漁場酷使、海藻類の過剰採取

、 

漁場改良、ウニの深浅移植、ウ

ニや貝の過剰放流、魚類養殖

の残渣？ 

アワビ、テングサ、コンブなどの乱獲を経験

している磯焼け域も多い。近年の不適切な

漁場改良やウニ肥育のための深浅移植も

磯焼けを持続・増大させている。 

10．その他 温泉湧出、地下水利用による

海底湧水の減少、細菌繁殖ほ

か 

ここで挙げた例以外にも俗説は多い。南太平

洋ではカジメ衰退域でカジメのウイルス感染

などが報告されている。 
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図 3-3 様々な磯焼けの景観(藤田，2002) 

左上：ウニ(北海道)、右上：ウニ（静岡県）、左中：魚（静岡県）、右中：高水温による立ち

枯れ（富山県）、左下：台風による攪乱(富山県)，右下：浮泥（富山県） 

 
図 3-4 磯焼け域における海藻の残存状況（網掛け）(藤田，1996) 
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図 3-5 貧植生域の発生位置別の模式図（藤田，2002） 

（■は藻場、□、○は貧植生域） 

 

 

図 3-6 アラメ・クロメ群落の中に出現したパッチ状磯焼け（千葉県館山市） 

直径は 5～20ｍ程度で、ガンガゼなどのウニが多産する。 

 

磯焼けによって生じたかどうかは別として、沿岸の岸沖（深浅）方向において貧植生域

が生じる位置を整理すると、図 3-5に示したようにいくつかのパターンがある。この中で

は、沖焼けが最も普通に認められ（図 3-3 はいずれも沖焼けの例、ただし、３.５を参照）、

丸焼けはその極端な場合で、沖焼け域の中に部分的に出現する。岸焼けは藻場の岸側やタ

イドプールのような浅い区域が貧植生域となるが、深所側には海藻植生が認められる。パ

ッチ状磯焼けは、漸深帯の藻場の中で円形脱毛症のようにスポット状に認められる小規模

な貧植生域で、周囲を藻場に囲まれる（図 3-6）。中焼けの場合には、一定水深帯に貧植

生域が出現し、その岸側と沖側に相当規模の藻場が認められる（図 3-7）。 

沖焼け 中焼け 岸焼け パッチ状 丸焼け

岸
・
浅

所

↓

沖
・
深

所 ●

●

●

海岸線
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図 3-7 礫地帯の藻場に認められた中焼け（富山県） 

左上（岸側の藻場）を除く 1 列目と 2 列目が磯焼けで、沖側にも藻場が分布（3～4 列目）。 

 

 
図 3-8 北海道南西岸に繁茂する無節サンゴモ(藤田，1996) 

 

磯焼け域の景観を構成する要素として古くから注目されていたのが、無節サンゴモ（無

節石灰藻とも呼ばれる）である。無節サンゴモは、炭酸カルシウムの骨格をもち、石のよ

うに硬くなった海藻で、岩や他の動植物の上に生育する。テングサなどとは同じ紅藻の仲

間で、胞子で増える。多くは殻状で、突起を多数生じる種類もある（図 3-8）。一般に、

低塩分、乾燥および富栄養条件には弱いが、波浪、極端な強（弱）光、高水温、動物のグ

レージング、漂砂などに対する耐性が他の海藻と比べてはるかに強い。この仲間は、熱帯

域から北（南）極域まで世界中に分布し、磯焼け域だけでなく、藻場内部の海底や沖側の

恒常的な貧植生域（３.５参照）で繁茂し続けるのもこれらの性質による。多くの種類があ

り、ふつう複数種が混在している。 

磯焼け域で優占する無節サンゴモは、図 3-8に示したような多年生の大型種で、長年に

わたって海底を覆う。これらの大型の無節サンゴモは、海藻群落の遷移の初期に出現した

り他の海藻の上に着生したりする小型の無節サンゴモとは別種である。これらの無節サン
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ゴモの表面では、表層の剥離やアレロパシーによって他の海藻の胞子・遊走子の着生が妨

げられる。しかし、特殊な付着戦略を持つ海藻（テングサなど）や分裂速度の大きい珪藻

は、植食動物がいなければ、むしろ無節サンゴモの上に生えやすい。 

無節サンゴモは、植食動物の摂食を刺激する物質を含むが、阻害する物質は含まず、硬

いながらも、ウニや貝が藻体の表面付近の組織を盛んに食べ、着生した生物も除去する。

着生生物の除去という意味では、サンゴモ自体が持つ除去能力よりも植食動物の役割がは

るかに大きく、これに依存していると言っても過言ではない。一方、無節サンゴモ（ある

いはその上に生育する細菌ともいわれる）は、ウニやアワビなどの浮遊幼生の着底・変態

を促進し、表層部分を餌として提供していることが古くから知られている。つまり、無節

サンゴモと一部の植食動物は、持ちつ持たれつの密接な関係にある。このほか、無節サン

ゴモは、コンブやフジツボなどと海底基質を巡る競合関係にあるが、ゴカイや二枚貝など

穿孔性の動物やテングサの着生基盤としても重要である（図 3-9）。 

一般に、磯焼け域における無節サンゴモの被度は高く、一般の海藻と同レベルのラフな

精度で調べると 100％に近い被度として示される。しかし、海底を詳しく調べると、①サ

ンゴモ間に露出した岩肌、②サンゴモ表面の枯死・損傷部分、③固着動物の殻の表面、④

付着藻類の根元の部分など、海藻の胞子・遊走子が着生できるミクロの領域は意外に多い

（図 3-10）。したがって、無節サンゴモといえども、ウニが除去されたり富栄養条件に変

わったりすると、珪藻や種々の海藻に速やかに被われてしまう。実際に、無節サンゴモに

覆われた石を水槽に入れ、ウニがいない条件下で海洋深層水（栄養塩が豊富）をかけ流す

と、種々の海藻が繁茂し、冬季（海域で栄養塩濃度が高くなる）に先立ってウニを除去す

れば、海藻が繁茂することが各地で確かめられている。 

 

  

図 3-9 無節サンゴモと他の藻類（左）または動物（右）との関わり(藤田，1995) 

右図で、ウニ、カサガイ、ヒザラガイとあるのは、これらの動物の食痕である。 
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図 3-10 無節サンゴモが優占する海底（北海道南西岸）の海藻の避難領域(藤田，2006) 

 ①下部の表面（特に隣接する礫との間隙となる部分）、②無節サンゴモ間の間隙、③無節サ

ンゴモの突起（分枝）間の空間、④痕跡的に生える海藻の基部、⑤巻貝の貝殻表面 

 

３．５ 磯焼けと区別すべき景観・事象 

浅海の岩礁・転石域では、特に制限要因がなければ海藻が生育することが多いが、もと

もと海藻が生えにくく、安定した藻場が成立しない区域もある。このような区域は、過去

に安定した藻場の存在が認知されていなければ、磯焼け域（＝藻場の衰退・消失域）との

識別が困難であるが、磯焼けの過大評価を防ぐためにも、可能な限り区別すべきである。 

最も誤りやすいのは、上記の沖焼けの場合である。一般に、藻場の沖（深所）側では、

岩礁や転石が分布していても、光不足、海水の停滞、浮泥の堆積、ウニの恒常的な摂食圧

などの理由により、もともと海藻植生の乏しい貧植生域（図 3-5 の沖焼け）となっている

ことが多い。また、藻場は、気候の寒暖や海況の変化に伴い、現存量や生育面積（あるい

は下限水深）が多少とも経年変動を示すのがふつうである。このような恒常的な貧植生域

や小刻みな変動は、研究対象としては興味深いが、磯焼けと呼ぶ必要はないし、土木的手

法による対策事業を行う必要もない。 

例えば、北海道南西岸などで長年持続している磯焼け域はいわゆる「ウニ－サンゴモ群

集」となるが、このタイプの群集は世界中の藻場の沖側などで普遍的に認められ、すべて

が磯焼けというわけではない。海況の変化や漁獲圧の増大あるいは人為的な影響によりこ

のタイプの群集が拡大し藻場が衰退・消失した場合が磯焼けなのであり、航空写真で白く

写った「ウニ－サンゴモ群集」をすべて磯焼けと判断すべきではない。そもそも、ウニも

サンゴモも根っからの悪党というわけではなく、慎ましく生活する場合もあれば、自然の

猛威や人間の身勝手（漁獲や環境破壊）に便乗して威勢を張ることもある。 

このほか、春の大潮の頃に干出や河川水の影響により潮間帯の海藻が白くなる白化現象

（「生態学辞典」（築地書館）ではこれを磯焼けとしている）、潮汐の影響が弱い区域の

飛沫帯下部に出現する恒常的な無植生域なども、磯焼けとは異なる現象である。 

なお、港湾拡張などの目的で藻場が直接埋め立てられて消滅した場合、この消滅自体は
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磯焼けではないが、その周辺で潮通しが悪くなり、底質や生物相の変化を招いて藻場が衰

退し、磯焼けとなることがある。 

 

３．６ 磯焼け研究の事始め 

日本で初めて磯焼けが学界に紹介されたのは 1885 年で、静岡県勧業課が大日本水産会に

「磯の焼け」として「石花菜（注：テングサ）枯死の原因及其豫防法質問」を出したこと

に始まる。当時、寒天原藻であるテングサは、国内で最も重要な磯根資源で、最初の全国

的な水産調査を敢行した松原新之助、日本の海藻学を創始した岡村金太郎らがテングサ群

落の衰退について盛んに論じた。その後、アワビ研究の先駆けである岸上鎌吉や田子勝弥

らがアラメ・カジメ群落の衰退とそれを餌としていたアワビの減少、また、岡村と並ぶ当

代有数の海藻学者であった遠藤吉三郎らがコンブ群落の衰退について報告した。 

このうち、遠藤吉三郎（1873～1920）は、教科書「海産植物学」(遠藤，1914)を著して

「海藻減少論」の一項として磯焼けを論じ、海外に初めて磯焼けを紹介したほか、世界で

最も古い記録と思われる 1830年代のコンブ群落の衰退（下北半島）の事例を採録した。 

遠藤は、磯焼けに関する最初の報告書「海藻磯焼調査報告」(遠藤，1903)の中で、「或

る特別なる沿岸一地区を限りて其処に産する海藻全部又は一部枯落して不毛となり従って

有用海藻は勿論、之に頼りて生息するアワビ、磯附き魚等の収穫を減し或は全くこれを失

ひ為に漁村の疲弊を来すことあり伊豆東岸にしては此現象を「磯焼け」又は「磯枯れ」と

称し現今梢や普通語となれるものの如し」と述べて伊豆東岸、志摩、阿波の３地方を調査

し、磯焼けの原因を山林の伐採に起因する出水（淡水流入の影響）と考えた。 

しかし、彼は淡水流入に伴う塩分の変化などの実測は一切行っておらず、運河の塩分勾

配と植生の関係を論じたドイツの一論文を参考にして推察したにすぎない。その後も遠藤

の説に対する実証例はないが、日本を代表する国語辞典「広辞苑」（岩波書店）にも採用

され、現在に至っている。なお、昨今、淡水流入が藻場に与える被害としては、塩分の変

化よりも、海水の濁りや海底への浮泥の堆積の方が注目されている。 

 

３．７ 磯焼けの増加と拡大 

上記のように、日本では明治時代中頃から磯焼けの認識が高まる。図 3-11 には、20 世

紀初頭（1900年頃）、20 世紀末（1980年頃）、2015年頃に藻場の衰退やその継続が認め

られていた都道府県を示してある。 

1990年頃（1989～91年）の調査（環境庁自然保護局，1994）では、日本の沿岸の藻場面

積は約 20万 ha で、約 13 年前の調査と比べて約 6,400haの藻場が減少していた。藻場の減

少の内訳は、「埋め立て等の直接改変」による消失が 1,942ha、「磯焼け」は 1,016ha、「（海

藻の）乱獲」31ha、「その他海況変化など」1,117ha、「不明」2,801haとされ、直接改変

による藻場の消失の大半は「磯焼け」ではない（３.５参照）にせよ、「磯焼け」以降の 4

項目の区分は極めて曖昧である。「」を付けた 5 項目の累計は、要因間で重複があるため、

6,907ha となり先に掲げた 6,400ha の数字を上回ることになるが、このこと自体、「磯焼

け」も含めた藻場の衰退が複合要因であることを示唆しているのかもしれない。ちなみに、

この調査では、水深 20ｍ以深、一部の島嶼、あるいは 1ha 未満の藻場が含まれていない。 

- 22 -



 

 

 

図 3-11 藻場衰退域を抱える都道府県の推移(藤田，2006を改変) 

上段：1900 年頃、中段：1980 年、下段：2015 年頃 

都道府県単位での整理であり、沿岸全域での衰退を示すものではない。 

 

図 3-11 の下段は最近までの聞き取り・実地調査によるもので、ほぼ全都道府県で磯焼け

が報告されている。1990 年代に入ってから、静岡県御前崎の 1地先だけでも 8,000haの藻

場が磯焼け現象として消失しており（一部は回復）、依然、磯焼けが拡大傾向を示してい

ることは明らかである。21世紀に入ってから、衛星写真などの活用も試みられているが、

全国の藻場や磯焼けの面積が継続可能な形で調べられていない。 
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３．８ ウニや魚の食害による磯焼け 

３．３でも述べたとおり、近年の磯焼けが発生・継続する主なしくみは、①海藻が植食

動物に食われる（食害型）、②海藻が枯れる（枯死型）、③海藻が芽生えなくなる（発芽

阻害型）、④海藻が流失する（流失型）のいずれか、もしくは組み合わせである。このう

ち、②～④の場合は、表 3-2に掲げた様々な原因のうち、自然の猛威や沿岸・河川流域の

問題と関連して起こることが多い。本ガイドラインは、漁業者が主体となって、地方自治

体・漁業組合の担当者らと協力して藻場の回復に取り組むことを目的として①の磯焼けに

主眼を置いているので、以下に、少し解説を加えておく。 

海藻を食べる動物には、巻貝、アメフラシ、ウニ、魚、ウミガメ、鳥などがあるが、磯

焼けで問題となるのはウニと植食性魚類で、ウニについては 19世紀半ばからノルウェーな

どで記録がある。国内でも、北海道礼文島のコンブ漁場でウニの食害対策として、漁業者

からウニを買い上げたという記録（1940 年代）がある。 

食害型の磯焼けについて、本格的な実験・観察が行われるようになるのは 1960 年代以降

である。特に、カリフォルニア沿岸のケルプ場改良計画（KHIP）でウニの大発生によるジ

ャイアントケルプ海中林の衰退が報じられてから、世界各地で報告が相次いだ。日本でも、

1970年代に、東北海区水産研究所（1979）が「浅海域における増養殖漁場の開発に関する

総合研究」で海中林造成事業を実施し、東北地方太平洋沿岸や北海道日本海沿岸で研究が

盛んになった。北日本で大規模な藻場（特にコンブ群落）の衰退を引き起こすのはオオバ

フンウニ科のウニで、国内ではキタムラサキウニやエゾバフンウニが問題となる。しかし、

南日本では、近年、ガンガゼなどの熱帯・亜熱帯系のウニによる磯焼けも認められている。

ウニの食害が深刻化した理由については、天然藻場の衰退による寄り藻などの餌不足、捕

食生物の減少（漁獲）による捕食圧からの解放、稚ウニ加入量の増加または移入、水温の

上昇や流動環境の静穏化、人工的な住処・繁殖地の提供など、自然の猛威と人為的影響に

基づく様々な理由が考えられる。 

なお、ウニが高密度となり不毛域となっている場所をウニ焼け（urchin barren）と呼ぶ。

ウニ焼けと藻場はいずれも漸深帯における対極的な安定状態とされ、ウニの密度と海藻の

被度の関係が不連続フェーズシフト（図 3-12）として説明される(Filbee-dexter & 

Scheibling 2014，Ling et al. 2014)。ウニの密度が増加してウニ焼けになる際のウニ密

度と、ウニの密度が減少して藻場が回復する時の密度には大きな差がある。すなわち、藻

場、ウニ焼けのいずれの安定状態にもウニが多い時と少ない時があり、藻場が一旦衰退し

てウニ焼けに陥ってしまうと、なかなか藻場には戻りにくいことを物語っている。 
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図 3-12 藻場とウニ焼けを対極的安定状態とする不連続フェーズシフト（A と Bは閾値） 

ウニが増加し A を上回るとウニ焼けになり、ウニが減少し B を下回ると藻場が回復。A と

B のウニ密度の差は 10 倍前後。Filbee-dexter & Scheibling（2014)等を改変。 

 

一方、アイゴ、ブダイ、ニザダイ、イスズミなどの植食性魚類は、もともと熱帯・亜熱

帯に起源を持ち、一部が日本のような温帯域にまで分布している。植食性魚類の存在はヨ

ーロッパではアリストテレスの時代から知られているが、日本沿岸では、南日本を中心に、

少なくとも江戸時代から知られており、元来、多少とも海藻を食べていたはずであるが、

1990年頃から、南日本沿岸を中心にアラメ・カジメ類の海中林やガラモ場の衰退要因とし

てしばしば報告されるようになってきた。植食性魚類による藻場の衰退が顕在化してきた

原因は、沿岸水温の上昇に求められることが多い。しかし、それ以外にも、人工海岸の増

加、天然藻場の消滅、魚礁・藻場造成、海藻養殖とその盛衰、肉食魚（捕食者）の減少、

漁村の食文化や鮮魚流通の変化、発電所温排水など、検討すべき点は多い。近年、植食性

魚類による藻場の食害はグローバルな問題として注目され、水温の上昇傾向が顕著な大洋

の西側（大陸の東側）の西岸境界流（黒潮もその１つ）の流域や、スエズ運河の開口によ

り紅海由来生物が流入し増加している地中海奥部などで深刻化している(Verges et al 

2014)。 

 

３．９ 藻場回復・残存の事例 

多くの磯焼けは、海藻の生育を制限する要因が取り除かれると、時間は要したとしても

いずれ藻場は回復する。黒潮の接岸、エルニーニョ、火山灰の堆積、鉱山廃水などによる

磯焼けはその好例である。３．８で詳しく取り上げた食害型の磯焼けのうち、ウニを実験

的に除去、殺戮（ハンマーによる殴打や生石灰の散布）あるいは漁業者が漁獲して生息数

を減らした場合、ウニの捕食者であるラッコの個体群が回復した場合、ウニが高水温時に

大量斃死した場合などに藻場が回復している。現在、世界の食用ウニは日本人の胃袋を目
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がけて輸出されており、漁獲圧が高い地域では大規模な磯焼けは解消している。なお、漁

獲圧が高いのにウニ焼けが回復しないのは、食用ウニの漁獲に伴って非食用ウニが増加し

た場合、またはウニの食害以外に浮泥の影響が存在した場合などが考えられる。 

 

３.１０ トップダウン・ボトムアップのコントロールおよび攪乱 

ウニ除去によって藻場が回復する結果は、藻場の生物群集がウニ－海藻、すなわち、「食

う－食われる」の関係（トップダウンコントロール）によって維持・決定されていること

を示している。しかし、海水中の栄養塩、さらにはこれを直接利用する海藻などの基礎生

産者が群集を支えており、栄養塩－海藻という逆の流れ（ボトムアップコントロール）の

視点も欠かせない。そもそも、外海の貧栄養域で起こるウニ焼け域でも、河口や砕波帯で

は海藻がよく繁茂する。これは、単に河川水や波浪（および揺れる海藻による掃除作用）

がウニを寄せつけないだけでなく、栄養塩を供給し、その摂取を助長するためである。人

間は海の栄養塩をコントロールできないと考えている人もいるが、沿岸に限って言えば、

廃水規制や過疎化が進む以前、漁村の生活廃水や水産加工残渣の海中投棄により、相当規

模で栄養塩を供給していたと考えられ、昨今、栄養塩循環サイクルが弱体化したと考える

べきである。事例は少ないが、近年、一部の沿岸域において魚かすや鉄鋼スラグ系施肥材

などを用いた施肥が試みられており、大量取水・利用した後の海洋深層水（栄養塩に富む）

の有効利用という観点からも注目されている。 

トップダウンとボトムアップのいずれのコントロールが一次生産者たる海産植物の生育

量を決めているのか。海外の報告ではあるが、両者の人為的操作（植食動物の除去、栄養

塩添加）による効果を比較した世界各地の実験についてメタ解析が行われている

(Burkepile & Hay 2006)。ここでいう海産植物には、海藻だけでなく、珪藻や藍藻などの

微細藻類、海草、塩生湿地植物が含まれ、必ずしも岩礁域（磯焼けが発生する場）だけを

取り上げたものではないが、いずれのコントロールも有意に影響を及ぼす傾向が認められ、

植食動物が不在の場合には栄養塩添加の効果が大きく表れる傾向にある。ただ、植食動物

が及ぼす影響は、緯度、海産植物の種類、生態系の持つ本来の生産力によって大きく変わ

り、熱帯の海藻や海草では栄養塩添加よりもはるかに影響が大きく、サンゴから海藻群落

へのフェーズシフト（例えば、カリブ海）では植食動物（魚類、ウニ、巻貝）の減少が大

きな役割を果たしているようである。温帯域の海藻や微細藻類の群集では、本来の生産力

が高い場所では栄養塩添加の効果は大きく、生産力が低い場所では植食動物の影響が強く

表れる。 

もう一つ、近年、国内でも本州南部日本海側などで台風による海藻の流失が顕在化し

ているが、このような攪乱について、Reed et al.（2011）はカリフォルニア州中南部の

17 地点で 9 年間にも及ぶ調査結果を整理して興味深い考察を行っている。カリフォルニ

ア南部ではウニが高密度で栄養塩濃度が低いのに対し、カリフォルニア中央部ではラッ

コの捕食によりウニは低密度で、栄養塩濃度は安定して維持されている。この 2 地域で

ジャイアントケルプの純生産力を比較すると、南部で高く、中央部の 2 倍となっている。

これは、攪乱（冬の嵐によって生じる波浪）が常に中央部で高く、ケルプのバイオマスの

流失量が平均すると南部の 2倍に達することによる。このように、攪乱(嵐)はトップダウ

ンやボトムアップのコントロールよりも群集に大きな影響を与えうる。 

- 26 -



３．１１ 藻場造成と磯焼け対策の考え方 

ここまで、磯焼けが自然の猛威だけでなく、人為的影響によっても起こりうることを繰

り返し述べてきた。このことを踏まえると、磯焼け対策としては、①藻場形成阻害要因を

取り除き、全面的または部分的に藻場を回復させる、②藻場が（自然）回復するまでの漁

業支援策を考える、③磯焼け状態を甘受してその有効利用を図る、の 3 通りが考えられる。 

例えば、狭い範囲のウニ焼けの場合は①が可能であるが、広大なウニ焼けの場合は③も

しくは①②同時進行、可逆的な海況変動や一過性の原因による磯焼けの場合は②が得策で

ある。いずれにせよ、磯焼け対策には、採算性や効果の持続性（もしくは反復的な対策）

のほか、藻場の自然回復がありうる場合にこれを妨げないこと、そして、当然のことなが

ら、さらなる状況の悪化を招かないことが要求される。特に、後者の観点では、広域への

対応が難しく、効果が持続しにくいハード事業よりも、フレキシブルな対応が可能で、効

果は持続しなくても、繰り返し対策が期待できるソフト事業への期待が大きい。 

磯焼け対策の基本は、あくまで、それぞれの磯焼け域における「藻場形成阻害要因」の

排除を基本として行われるべきである。この意味では、海藻着生面の造成を主体とする藻

場の造成、すなわち、藻場新設や藻場移設（ミチゲーション）とは一線を画さなければな

らない。残念なことに、磯焼け対策の歴史を振り返ると、国内各地で藻場造成の手法が多

用され、「藻場形成阻害要因」が大きく作用する区域では効果が発現・持続せず、状況を

悪化させたり磯焼け域を広げたりしたケースもある。 

特に、投石やブロック投入の場合、既存藻場の周辺ならばともかく、磯焼け域では、基

質の投入後、数年間しか海藻が繁茂せず、やがて周囲と同様の磯焼けとなりやすい。元来、

藻場が成立する条件が備わっている海域では、海藻は望まずとも何十年も生えるが、そう

でない海域では半永久的なメンテナンスが必要である。このうち、可塑性の高いコンクリ

ートブロックについては、海藻の生残を高める付加的な技術もいくつか提案されている。

しかし、多くは費用対効果の観点等から、実効面積の拡大が困難で、小規模の使用に留ま

る。また、ブロック自体が海水の流動環境を変えたり、植食動物の生息や活動を助長した

りする場合があり、最近の技術については効能の実証年数が不足しているので、広域への

導入に際しては特に留意が必要である。 

かつて、漁業者は「海の守り人」と呼ばれたが、後継者がいないことを理由に、将来へ

の配慮がおざなりになったり沿岸を放棄したりするケースも増えてきた。また、沿岸自治

体の行政サイドでも、磯焼け回復とは全く別の視点から、不適切な手法が採用されること

も少なくない。一方で、重油漂着事件、海岸清掃活動などに見られるように、海に思いを

寄せる良識的な一般市民は健在で、漁業者と同等、あるいはそれ以上に、ふるさとの海を

大切に考えている。磯焼け対策の究極的な目標は、あくまでも「節度ある漁業とバランス

のとれた沿岸利用」であり、場当たり的な対処療法を繰り返すことなく、一般市民の理解

と協力も仰ぎながら、抜本的な状況の改善をお願いしたい。 
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