
【コラム E8-4】流速の違いによるカジメ藻場の残存 

神奈川県では、1993 年から小田原市御幸の浜に設置された 5 基の人工リーフ（沿岸方向 220

ｍ×岸沖方向 50ｍ）のうち、最も南西側の 1基にカジメを移植して藻場造成を行ってきた。 

カジメは順調に繁茂し群落を形成していたが、2004年 10 月にアイゴの食害を受け、リーフの

岸側（水深 6～7ｍ）を除き大部分が消失した（図 1）。リーフ岸側にカジメ群落が残った要因と

して、波・流れによる流動環境が影響したと考えられた。 

そこで、数値計算により、アイゴの食害を免れたリーフ岸側の流動環境を明らかにした。アイ

ゴの食害を免れた領域（図 1 の下図）は、海浜流の平均流速分布が 10㎝/s以上、これに波浪を

加味した合成流速が 25㎝/s 以上の領域と良く一致し、流れがアイゴの摂食行動に何らかの影響

を与えていると考えられた。 

 

 

図 1 食害によるカジメ分布の変化（凡例の数字は被度） 

 

桑原ら(2006)：アイゴ食害を受けた人工リーフ上のカジメ群落と流動環境について，平成 18年

度日本水産工学会学術講演会講演論文集，115-118． 
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Ｅ９．開発途上の技術 

 

１）ウニポンプ 

 船上からポンプを使用してウニや小型巻貝などの植食動物を吸い上げる技術が開発され

ている（図 E9-1）。植食動物の密度が高く、かつ、透明度が良い海域では、ダイバーと同

程度の効率でウニ等を吸引除去できる。ダイバーが吸引作業する場合、吸い込みホースを

分岐するアダプターを使用すると、複数のダイバーが効率よく作業できる。ただし、透明

度が低い海域には向かず、ガンガゼなど棘が長いウニに対しては効率がよくない。 

 

  

   

図 E9-1 ウニ除去ポンプ 

２）投餌 

ウニ焼け域に間引きした養殖コンブを投餌し、海藻への摂食圧を分散させる方法である

（図 E9-2）。しかし、大量のウニに対して、頻繁かつ大量の投餌が必要である。試験が行

われたが、十分な餌料を用意できなかったため、成果はあがらなかった。 

植食性魚類に対しては、海藻の養殖ロープを天然藻場の上に設置して採食圧を低減する

試みが行われた（図 E9-3）。しかし、ロープ上の海藻はすぐに採食され、天然藻場を保護

することができなかった。 

  

図 E9-2 ウニ対策の投餌 図 E9-3 魚対策の投餌 
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３）音等による威嚇 

植食性魚類を衝撃音や電気パルスで威

嚇して、海藻を保護する実験が行われた

（図 E9-4）。音に対してはすぐに馴致し、

電気は電極近くでないと効果がみられ

ず、どちらも海藻の保護には役立たなか

った。この他、超音波、強光、磁力など

も検討されたが、実用化には至っていな

い。 

図 E9-4 音による威嚇 

 

４）化学的防御 

植食性魚類が忌避する物質を基質から

溶出させ、魚を藻場に近寄らせない試み

である（図 E9-5）。これまで、いくつか

の実験が行われたが、長期間にわたって

忌避物質を溶出させることが困難であ

り、実用化に至っていない。 

 

 

図 E9-5 化学的防御 

 

５）混植 

単一種が優占する海藻群落よりも複数

種が混生する群落の方が、藻場が残存し

やすいことをヒントにして、藻場を保護

しようとする試みである（図 E9-6）。一

部にそのような傾向が認められたが、効

果の発現機構が明らかになっていない。

また、植食性魚類の採食圧が高い海域で

は効果がみられなかった。 

図 E9-6 混植 
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【コラム E9-1】★生分解性素材の人工海藻 

トウモロコシなどから作られるポリ乳酸繊維は、ある期間が経過すると溶解するので生

分解素材と言われ、形状を自由に変えられる。この素材で作った人工海藻（図 1）を海藻

が乏しい海域に設置すれば、一時的ではあるが、環境に大きな負荷を与えずに、天然藻場

の水産涵養機能を代替できる。ただし、海域では魚が人工海藻を食べる可能性がある。粉

砕した生分解性素材をペレットに混ぜてアイゴ稚魚に与えて飼育した結果、消化管内に滞

留する時間はやや長いが、成長への影響もほとんどなく、魚に対する安全性が確認されて

いる。 

ポリ乳酸繊維だけでは耐久性が低いので、強い繊維を主軸とし表面にポリ乳酸繊維で覆

った人工海藻（写真、長さ 1.5ｍ）を作製し、ブイを取り付けて伊豆半島西岸に設置した。  

約 6 ヶ月後まで人工海藻の流出や劣化はなく、ゴカイ、ヨコエビなど 274 種の付着動物

が出現し、湿重量は 200～500ｇ／本であった。また、植物では珪藻が 55 種出現した。人

工海藻の周辺には 19種の魚類が観察された。漁業対象上の有用種としては、マダイ、カワハギ、

カサゴなどが出現し、特に、マダイ、カワハギは 8月から 10月にかけて大きく（全長）なって

おり、群落内やその周辺に定着しているのではないかと考えられた。また、周辺の磯焼け域との

出現魚類の種数と個体数を比較すると、人工海藻群落で若干多かった。これらのことから、人工

海藻は、天然藻場と同様に幼魚の保育場としての役割を果たすと考えられた。ただし、カキやホ

ヤなど大型の付着生物の着生による沈下・倒壊およびコスト高が課題として残されている。 

   

図 1 生分解性素材の人工海藻 

 

（(公財)海洋生物環境研究所） 
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Ｆ．モニタリング 

 

モニタリングでは、フロー図に基づいて実施した磯焼け対策の成果を確認するため、日

常的、あるいは定期的にデータを収集する。 

【解説】 

モニタリングとは「監視」の意味であり、ある程度の頻度で継続することが必要である。

毎日のように海に出ている漁業者が、船上から箱メガネで覗く程度の見回りであっても、

回復した藻場の範囲、被度、構成種などを地図（漁場図）上に記入したり、写真で記録に

残したりして管理すれば貴重な資料となる。 

また、簡易な見回りとは別に、海藻種の繁茂期を含め、年 1回以上、「Ｂ．現状把握」と

同様の調査を実施して結果を整理する。得られた結果を経時的に比較することで、実施し

た対策技術の効果が明確となり、評価しやすくなる。なお、詳細なモニタリングは、民間

会社や専門家に委託する以外に、若手の漁業者や市民ボランティアなどがモニタリングの

方法を習い、自らモニタリングできるようになることも大切である（図 F-1）。 

  
図 F-1 漁業者自らが行うモニタリング 

 

１）藻場の被度を把握する 

被度とは、海底における海藻・草類の占める面積の割合で、階級またはパーセントで表

す。海底に方形枠（コドラート）を置いて、枠内の海藻・草類の面積を合計する。被度の

階級区分のイメージは表 F-1 のとおりで、被度に応じて被度階級 5 から被度階級 0 まで 6

区分される。被度の観察は個人差がでるので、モニタリングの開始時に何人かで同時に観

察を行い、個人差を少なくする（目合わせ）。 
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表 F-1 海藻被度の区分 

 

 

２）携帯型 GPSによる藻場面積の把握 

人工衛星により位置を記録できる携帯型の GPS を使って、藻場の面積を測定する。図

F-2のように、藻場の縁辺に沿って移動し、逐次位置を押さえて記録する。記録データは

パソコンに取り込み、フリーソフト等を用いて藻場の面積を計算する。 

この方法は、簡易に精度よく面積を計算できるが、広範囲の藻場を計測するには向い

ていない。携帯型 GPS の操作方法やパソコンによるデータ処理法の詳細については、専

門家の指導を受ける。 

 

  
海面から視認が可能な場合は、泳ぎながら位置

を記録する。 

海面から視認が不可能な場合は、ダイバーの泡

の位置を記録する。 

図 F-2 携帯型 GPSによる位置の記録 

 

３）藻場の実勢面積の把握 

藻場は海藻が密生していても、疎らであっても、同じ面積として扱われている。そのた

め、磯焼け対策で藻場が疎生から濃生に改善されても、面積的には評価が同じとされるこ

とがある。こうしたことから、藻場の変遷を適正に把握するため、関西国際空港護岸にお
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ける藻場造成では、護岸面積に海藻の被度を乗じた「実勢面積」を算出している（中村ら，

1997）。例えば、護岸面積が 10haの場合、被度が 20％から 80％になれば、藻場の実勢面積

は 2haから 8haに増加する。岩盤や礫などの海藻の着生基質がある範囲（「磯」と呼ぶ）に

は、藻場は形成される可能性がある。藻場の下限水深を考慮し、航空写真や海図などから

おおよその磯面積を算出する。磯の長さに幅を掛けて磯面積を計算しても良い。藻場の実

勢面積は次式で算出される。 

藻場面積＝磯面積（ha）× 平均被度（％） 

図 F-3ような磯の場合、Ａ・Ｂ・Ｃ地区全体の磯面積は 34haであり、海藻の繁茂状況を

考慮した藻場の実勢面積は 26haとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

地区 種類 磯面積 平均被度 実勢面積 

Ａ地区 ガラモ場 15ha 60％ 9ha 

Ｂ地区 カジメ場 9ha 100％ 9ha 

Ｃ地区 テングサ場 10ha 80％ 8ha 

図 F-3 実勢面積の計算 

 

この方法は、精度は高くないが、広域の藻場の変動を把握するのに向いている。対象海

域を細分化し、区域毎に調査を行えば、精度を上げることができる。また、大型海藻と小

型海藻に分けて被度を観察すれば、それぞれの面積の変化の傾向を把握することができる

（図 7-2参照）。 
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Ｇ．対策の評価 

 

評価は、モニタリングの結果を踏まえ、目標の達成度を評価する。 

【解説】 

モニタリングの結果は、専門家のアドバイスを受けながら目標の達成度を評価する。 

評価方法は、例えば、短期目標を「ある区域のウニを徹底的に除去し、3年後に海藻被度

を密生（50～75%）にする」とした場合、対策前後の海藻被度を比べるとともに、区域内外

のウニ密度、海藻被度、生物の蝟集状況なども考慮し、目標の達成度を総合的に評価する。 

また、評価の結果は、「達成」と判断した場合、対策活動を終了し、日常的なモニタリン

グ「Ａ．磯焼けの感知」で再生藻場を見守って行く。「未達成」でも、何らかの効果がみら

れる場合には、対策を継続し、さらに目標に近づける。しかし、全く効果がみられなかっ

た場合には、「Ｂ．現状把握」にフィードバックし、「Ｃ．計画づくり」と「Ｄ．対策手法

の検討」を柔軟に見直す必要がある。なお、目的に達成したと判断できる場合でも、実施

した対策技術の効果には「寿命」（有効期間）があることを忘れてはならない。例えば、ウ

ニ除去の場合は、周囲からの再侵入、ウニフェンスの劣化・破損などがあり、さらなる対

策を講じる必要がある。また、従来の磯焼け対策では、効果が数年間に限られるケースが

少なからずある。やり直しの困難なハード事業を伴った磯焼け対策は特に注意が必要であ

る。一気呵成の事業拡大は避け、順応的な展開を計るべきである。 

未達成のうち、効果がみられなかった場合の判断には、①藻場が再生しなかった、②期

待した海藻種が生えなかった、③期待した被度が得られなかった、④評価判定の時期が早

すぎたなどが挙げられる。このうち①～③の場合は、「Ｂ．現状把握」にフィードバックし、

対策を見直す必要がある。取り組み方が間違っていない場合でも、設定面積、対策の実施

時期、対策の徹底度（除去の場合の取り残し）、要因の複合化（実際にはウニだけでなく植

食性魚類も影響を及ぼしていた、植食動物の食害に加えて海藻のタネも不足していた）な

どの問題が後から見つかることがある。このような場合には、失敗の要因を一つずつ明ら

かにすれば、地先の藻場に対する理解も深まり、より効果的、効率的な対策を講じること

ができるようになる。また、④の場合、多年生海藻の群落は完成するまで数年を要して遷

移するので、近隣の類似藻場を参考にして、再度モニタリングを行う方がよい。このほか、

実施した磯焼け対策には特に問題がなくても、海水温の変動や周辺の沿岸改変など、想定

外の問題が起きていることも考えられるので、活動の効果がみられなかった場合には、専

門家や行政担当者に相談することが望ましい。 
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