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藻場の分布の制限要因を考慮した造成方法*1 

寺脇利信*2・新井章吾川・川崎保夫*4

Methods of Submarine Forest Formation Considering 
Local Limiting Factors of Distribution. * 1 

Toshinobu TERAWAKI*2， Shogo ARAI*3 and Yasuo KAWASAKI*4 

Abstract 

Submarin巴 forest.which is an important component of shallow waters ecosystem. has diminished by recla-

mation and water quality deterioration in ]apan. Establishment of sur巴 methodfor forming submarine forest is 

required for their restoration. 

In this pap巴r. we focused maintenance-free method considering local limiting factors of submarine for巴st

distribution. It is indispensable to make clear local limiting factors of submarin巴 forestdistribution such as light. 
substrata. wave. sand coverage. algal feeder and comp巴titorsto巴stablishmaintenance-free method at each locality. 

Examples of limiting factor and measures are as follows ; 

① Light condition -raise of rocky bottom to ensure light intensity for growth of algae. 

② Sand coverage目 settingof new substrata on sandy bottom to reduce sand cov巴rage.

③ Grazing pressure -raise of rocky bottom to the depth of hard wav巴 motion.which reduce grazing pres-

sure by sea urchin. 

④ Fouling organisms -raise of bottom to reduce coverage of fouling organisms; Hydrozoa. 

⑤ Quality of rock -setting new substrata on soft rocky bottom which limit submarine for巴stdistribution. 

藻場は，浅海域で，大型海藻や海草の群落を中心とし

た多種多様な生物が生息する，生産性の高い場である。

そのため，藻場生態系は，干潟，潮間帯，サンゴ礁生態

系などと同様に，浅海域の生態系を構成する要素として，

極めて重視されている 1)。しかし，わが国の沿岸の藻場
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* 1 木内容は，平成 7年度日本水産工学会春季シンポジ

ューム(テーマ:藻場の機能と造成)で発表した。
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は，瀬戸内海のアマモ場のように，過去の数十年間にお

いて，海面の埋め立ておよび海水の汚濁などにより，既

に急速な消失，衰退が続いている 2)。

これに対して，最近では，海域での開発行為に際し，

自然、の状態を残したり再生することが重視され始め，そ

れを実現可能にする要素技術に関する検討が進んできて

いる九このように，今日では，藻場造成技術は，水産

業はもちろんのこと，他の海域利用との調整のもとに，

沿岸海域の環境保全を達成する技術のーっとして，その

必要性がますます大きくなってきている(図ー 1)。

上述のことは，日本国内ほどには藻場造成の技術的な

検討が進んでいるとは言えない海外における最近の動向

にも，その一端が現れている。例えば，アメリカ・カリフ

ォルニア州の沿岸の砂地の海底において，岩礁に生育す

る大型褐藻・ジャイアントケルプ (Macrocystispyrifera) 

を，バイオマスエネルギー源として大規模に栽培する技

術に取り組んだ例4)がある。東南アジア地域においても，

水産資源の増殖のための事業の際に，ホンダワラ類など

の藻場の造成を含めた海底環境の整備を重視する動きが

出始めている九
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海岸の環境創造

日本の海岸内現状と問題点(1章)
海岸町景観(2章)
ゾーニング(16章)
海岸の環境教育(J7章)

開発・利用

沿岸の生物資源(8章)
7 リンレクリエーション(9章)
自然エネルギーの利用(10章)
排熱の利用(11章)
廃棄物の利用(12章)
環境創造型的海岸構造物(13章)
みなとの環境創造(15章)

図ー 1 海岸環境の調和を図るために必要な

要素技術と相互関係3l

， • 日本沿岸海域における藻場の種類

日本は，国土が南北に細長く，かつ，南方からの黒潮

や対馬暖流(暖流)と北方からの親潮(寒流)に影響さ

れ，沿岸海域での水温が様々に異なっている。また，海

底の底質が砂泥や磯，岩であったり，波浪の影響を受け

易い外海や，静穏な内湾などの環境条件の違いによって，

藻場をつくる海藻類の種類が異なるため，藻場は様々な

名称で呼ばれている。すなわち，主に，大型海藻類によ

ってつくられる藻場として，アラメ・カジメ場(褐藻ア

ラメ・カジメ類の藻場)，ガラモ場(褐藻ホンダワラ類

の藻場)，コンブ場(褐藻コンブ類の藻場)，アマモ場

(海草アマモ類の藻場)の4種類がある。特に，アラメ・

カジメ場やコンブ場は，その景観から，海中林とも呼ば

れている。

さらに，近年では，大型海藻類の藻場に限らず，小型

海藻類が優占する場として，緑藻・チャシオグサや紅藻・

7 クサの群落についても，海底面付近を中心とした小さ

い規模の藻場的な環境を提供する場として，その生態的

な機能について明らかにされ始めている剖 7)。

2. 主たる目的別の藻場造成に関する技術の類型化

わが国では，古来より，ノリ，ワカメやコンブなどを

代表とする海藻類を食する文化が維持されてきている。

そのために，食用にする海藻類については，天然の資源

だけでなく，人工的に栽培(養殖)して生産をあげてき

た歴史がある。特に，近年では，海面に設置した，耐波

浪性を有する施設を用いて，食用の海藻類を栽培する技

術が普及してきているヘ

これに対し，現地の海底に大型の海藻類の群落をつく

り，アワビ・ウニなど有用な底生性の藻食動物の餌の供

給源としての藻場，また，有用魚類などの産卵・育成な

どの場としての藻場を永続させる技術は，食用の海藻類

の栽培技術が普及していることが影響してか，海面の施

設で栽培する技術を，海底に援用する考え方で開発が進

められてきた 9)。

現在では，国土利用計画における海域利用の多様化に

ともなう調整が重要になってきているという社会情勢も

あり，沿岸域に藻場をつくる目的と取り組み状況が多様

化し，それらの問の調整を求める動きも見られる 10)。

そこで，本報では，これまでに開発されてきた藻場造

成に関係する技術について，主たる目的別に類型化を試

みた(表ー1)。

1) 食用海藻の栽培が主目的の場合

コンブやワカメなどのように，大型の海藻類の藻体自

表-1 主たる目的別の藻場造成に関する技術の類型化

<主たる目的>

1 .食用海藻の栽培

種類:ワカメ・コンブ類
方法:採苗、育成、収穫

2.有用な貝・ウ二類の餌料の供給源

としての藻場の造成・維持

種類:アラメ・カジメ場、ガラモ場
方法:採菌、移植、管理

3. 海域の環境保全を通じ生物資源の

増大に資する藻場の造成・回復

種類:ガラモ場、アマモ場
方法:海底の生育基盤の整備

直接的な

経済価値

人為的な

管理程度

達成に要

する時間
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対象の海底で麗場をつ〈る絹麗額の繁殖を促し、

自然の麗場に類似した状態を現出させる

(コシセプト)/
麗喝を形成する海麗額が生育

しやすい基盤を整備

麗場が分布する海底の環境条件

を模倣する

、、、、、、、、

母藻、種苗の

移植

水産工学に基づ、く技術を用いて、

対象海域における限界条件を緩和

生物・水理学の実験から工学的に

制御可能な要因の限界条件を解明

技術開発

事業の予定海域での現地調査により局地的な藻場

分布の制限要因を把握する

図-2 なるべく人為的な管理をしない藻場造成の技術開発の方向性

体が，食料，飼料，原料用などとして，または，水槽や

海中での展示などを通じて直接的な経済価値を有する場

合である。

この場合には，まず，母藻などから採苗する。次に，

主に夏場など、の，対象の海藻にとって不利な自然環境に

ある時期を，室内や水槽など人工的な環境で保護して育

苗する o 晩秋などの自然環境の適する時期になると，海

面に設置した施設などに種苗を沖出し展開して育成する。

施設に展開して半年後，またはそれ以降の適当な時期に

製品として加工・出荷するために収穫する。

このように，食用海藻の栽培が主目的の場合には，全

工程で人為的な管理を十分に行っている。そして，その

技術は既に確立され，現在では次々と新しい海藻類へ対

象が拡大してきている 8)。

2) 有用な貝・ウニ類の餌料の供給源としての藻場の

造成・維持が主目的の場合

食用としないコンブ類や，本州太平洋岸に多いアラメ・

カジメ類のように，アワビ，サザエ，ウニなどの底生性

の藻食動物の餌料となるとともに，藻場を含む生活圏を

確保することにより，それら有用な貝・ウニ類の漁獲を

通じての経済価値が明瞭な場合である。

この場合にも，大型海藻類に関しては，母藻などから

採苗し，室内や水槽などで育苗する。育酋の後，海底に設

置した自然石やコンクリートブロックなどの生育基盤に

移植する。基盤上に生育した海藻類を収穫することはま

ずない。しかし，海藻類の生産力を最大限に維持するた

めに，老成個体の間引きなどの密度管理などを行う 11)

このように，対象とする有用な貝・ウニ類の漁場を含

めた餌の供給源として藻場を造成し，その維持が主目的

の場合にも，経済効率を充分に考慮した上で，人為的な

管理を行う必要がある。そして，今後は，試験段階での

管理の考え方や内容，程度を，より大規模な事業を行う

段階に適用するための省力化の検討が重要となっていく

であろう。

3) 海域の環境保全を通じ生物資源の増大に資する藻

場の造成・回復が主目的の場合

食用としないホンダワラ類やアマモ類の場合には，藻

体を生育基盤とする小型の甲殻類をはじめとして，魚類

などの餌料生物が多数生息するばかりでなく，有用な魚

類の産卵や稚仔の生育場として，水産資源の再生産に重
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図-3 自然模倣により人為的な管理を必要としない海中林造成のフロー図ω

要な役割を果たしているが，その直接的な経済価値がは

っきりとは明らかにされていない。

しかし，ホンダワラ類やアマモ類は，藻体の生長に伴

って海水中の過剰な栄養塩類を吸収するだけでなく，栄

養生長を終えて成熟する主に春から夏の時期に，藻体の

基部を残して大部分が切れて流失し流れ藻となる 12)こ

とによって，生育地から外洋を含めた他の場所に向けて

栄養塩類を移動させている。しかも，流れ藻として漂流

する期間中においても，海面を移動する藻場的な環境を

提供し，サンマの産卵，ハマチ養殖に用いられるモジャ

コ(プリの稚魚)など魚類の幼稚仔の生息など，水産資

源の増殖に通じる時間・空間的な環境の拡大に大きく資

するものとなっている 13)。

このように，ガラモ場やアマモ場の造成は，浅海域の

自然環境の回復による海域環境の保全を通じて，長期的

な観点から，生物資源の増大による経済価値に結実する

ものである。従って，直接的な経済価値が明確でないも

のの，環境保全による生物資源の増大が主目的となるこ

の場合には，現時点においても，より大規模な，かつ，

より人為的な管理の省力化を目指した，なるべく人為的

な管理をしない藻場造成の方法を用いた事業の展開技術

の確立が求められる状況となってきている。

3. なるべく人為的な管理をしない方法の開発の

方向性

本報では，前節 2-3)で述べたような，なるべく人為

的な管理をしない方法について検討を進める。

現地の海底において藻場が見られる場所は，人為的な

管理をしなくても藻場が成立し維持される環境条件が整

っている場所である。このことを重視し，なるべく人為

的な管理をしない藻場造成の方法の開発の方向性として

は，対象とする海底で，藻場が分布する自然の環境条件

を模倣することにより，藻場を形成する海藻類が生育し

やすい基盤を整備し，海藻の繁殖を促して，自然、の藻場

に類似した状態を現出させることとする。

そのコンセプトと技術開発との相互の関係を図-2に

示し，概要を以下に述べる。

① 藻場造成の具体的な事業が予定される海域において，

局地的に藻場の分布を制限する最も主要な因子(今後，

主要因と記述する)を把握することを主な目的とした

現地調査を行う o

② 調査の結果から選定された主要因について，工学的

な技術による制御に資する知見を得る観点、から，必要

に応じて，生物学，水理学的などの実験的な検討を行

い，限界条件を解明する。

③ 既存の工学的な技術を用いて，対象の海域における
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主要因の条件を緩和する。もし，既存の工学的な技術

で解決できない場合には，要素となる技術の開発研究

を始める必要がある o

上述の考え方に基づいて，現在，既に，具体的な現地海

域において，実証的な，藻場の造成の試験事業を進めて

いる例も現れ始めている(図ー3)。

このように，なるべく人為的な管理をしない方法に基

づいて，藻場がつくられるための環境条件を整えた際に

は，近傍に自然の藻場が存在する海域においては，母藻

や種苗の移植は必要ない。

また，近傍に自然の藻場が存在しない場合も，藻場が

つくられるための環境条件を整えた生育基盤を設置した

際には，特に，母藻を移植するという，従来から発達し

てきている方法についても，飛躍的に完成度が高まると

ともに，つくられた藻場の永続的な維持が可能となるも

のであるo

このことの実証的な検討が進められれば，有用な貝・

ウニ類の漁場や餌の供給源として藻場を造成し，その維

持を主目的とする場合にも，大型海藻類の種首生産と移

植を含め，管理の内容や程度の省力化を通じて，より大

規模な事業への適用に資するものとなろう。

4. 局地的に藻場の分布を制限する要因

藻場の分布を制限する要因の検討に必要な，海藻類の

表-2 海藻類の生育・分布に影響する諸要因

(徳田ら. 19878
)を要約・改変)

物理的要因 (1)光

(2 )付着器質

(3 )温度

(4)相対湿度

(5)降雨

2 化学的要因 (1)塩分

(2 )暗期間の酸素の利用度

(3)窒素‘リン.その他の必須代謝物質の利用度

(4)光合成のための遊離二酸化炭素の利用度

(5)汚染など

3 動力学的要因 (1)水の動き

(2)潮汐による干出

(3 )潮汐リズム

(4)風

4.生物要因 (1)譲食動物による食害

(2)カピおよび微生物の活動

(3 )基質(空間)のための競争

(4)干出時に乾燥をふせぐための競争

(5 )繁茂による光の制限など

生育・分布に影響する諸要因は，以下のように整理され

ている(表-2)。

①物理的要因(光，付着基質，温度，降雨など)

② 化学的要因(塩分，栄養塩類，汚染など)

③動力学的要因(水の動き，干出，潮汐リズムなど)

④ 生物的要因(藻食動物による食害，微生物の活動，

基質の競合など)

しかし，個々の藻場造成の事業における対象海域は，

<水温>

(1)長期的:緯度に大きく影響される地理的な制限要因

(2 )短期的:黒潮(暖流)や親潮(寒流)の流路に影響される局地的な制限要因
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図-5 主に光量の不足によってクロメ場の分布が制限

されている事例(愛媛県中島町殿島地先の急深

の岩場) (寺脇・ )11崎15)) の図を改変)

地理的にも特定され，概ね漸深帯でーある。また，水温に

関しては，主に緯度や海流の流路に影響される地理的な

分布の制限要因であり，また，短期的には局地的な制限

要因に加わることも考えられるが，これを現地の海域に

おいて制御することは，既存の技術を用いては，極めて

困難であろう。

従って，上述の諸要因の中で、は，光，付着基質，水の

動き(波浪，砂の移動など)，藻食動物，基質の競合な

どの，局地的な要因の把握が特に重要となる。更に，内

湾、域の奥部においては，水質の汚濁・汚染などの人為的

な要因が，いわば自然要因による影響を全体的に強めて

いるものと考えられる(図-4)。

ここで，上述の諸要因の個々の条件を網羅的に緩和す

ることは，実施面において，現実的な方法ではない。そ

こで，個々の海域毎に藻場の分布を局地的に制限する主

要因が存在するとの仮説に基づき，現地調査によって選

定され，実験によって限界条件を明らかにされた主要因

についてのみ，現在の水産工学に基づく技術によって影

響を緩和する方法の検討が極めて重要になってくる。

5. アラメ・カジメ場の局地的な制限状況とその

主要因を考慮した造成方法

著者らの潜水調査に基づき，選定されたひとつの主要

因が他の要因に比べて局地的に大きく作用し，明瞭な藻

場の分布の制限が引き起こされている状況についての現

HW.L+3.34 

f寸毒寄号吾 I

比高 i二三石
石.1>iIa

図-7 主に砂の被覆の影響によってカジメ場の分布が

制限されている事例(神奈川県小田原市米神漁

港沖の投石地) (寺脇14)の図を改変)

地事例を示す 14)，1ヘ次に，それらの主要因を考慮し，

影響を緩和することで，藻場の造成を行う方法について

事例を含めながら述べる。

なお，ここで扱う海藻種は，暖海性コンブ類のアラメ，

カジメおよびクロメである。従って，アラメ・カジメ場

を対象にした検討であるが，本方法の基本的な部分は，

多年生のホンダワラ類によってつくられているガラモ場

についても援用が可能である。しかし，コンブ場，アマ

モ場，小型海藻類の藻場については，その立地環境条件

や生態的な特性が大きく異なることから，別の機会にま

とめることとしたい。

1) 光量を確保するための岩場の嵩上け、

愛媛県中島町殿島地先の急深の岩場では，クロメ場の

垂直分布の中心域は，海面直下の照度を100%とした場

合，その 5%の水深 8m付近にあり，水深の増大に伴う

照度の低下とともに現存量も減少し，相対照度 1%以下

の水深19mで1土クロメが認められなかった(図ー5)。

それに対し，地理的に近い愛媛県西宇和郡伊方町地先

において，深所の岩場に自然石を積み上げたマウンドを

造成して，クロメの繁茂が可能な水深帯(光量)の面積

を拡大させる方法が実施されている(図-6)。

この事例では，岩場での嵩上げによって，クロメ場の

分布を制限する主要因である光量の不足による影響を充

分に緩和した環境条件を整えているため，つくられた藻

場が永続的に維持される可能性が高い。

図-6 光量を確保するため岩場を嵩上げした藻場マウンドの標準断面図 16)
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図-8 砂の被覆の影響を緩和するため砂地の海底で生育基盤を改良した

アラメ・カジメ海中林用の基盤の模式悶 17)
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図-9 主にキタムラサキウニの採食の影響によってア

ラメ場の分布が制限されている事例(福島県い

わき市竜ヶ崎漁港沖の磯焼け海域(寺脇14)の

図を改変)

2) 砂の被覆の影響を緩和するための砂地の海底での

基盤の改良

神奈川県小田原市の米神漁港沖の水深約10mの砂地の

海底で，サザエなどの餌料となる海藻であるカジメの増

殖のための投石地では，砂地に埋没しつつある投石上で

カジメの生育がみられたものの，付着器が砂面と接して

いる個体の中には枯死したものが認められ，付着器が砂

中に埋没した個体は全て枯死していた(図ー7)。

これに対し，地理的に近い神奈川県横須賀市秋谷地先

において，アラメ(水深4m)およびカジメ(水深11m)

の繁茂が可能な水深帯の砂地の海底に，自然石，コンク

リートブロックなどを積み上げたマウンドを造成して，

砂の被覆の影響の小さな生育基盤の面積を拡大させる方

法が実施されている(図-8)。

この事例でも，砂地の海底での岩場に類似した生育基

盤の嵩上げによって，アラメ場およびカジメ場の分布を

制限する主要因である砂の被覆の影響を充分に緩和した

環境条件を整えているため，つくられた藻場が永続的に

維持される可能性が高い。

3) キタムラサキウこなど藻食動物の採食の影響を緩

和するための嵩上げと基盤の改良

写真一 1 主にヒドロ虫などの固着動物に被覆された

カジメ(神奈川県横須賀市観音埼地先)14) 

写真一2 千葉県館山市坂田における海岸の岩の特徴

(砂岩・凸部と泥岩・田部の互層が明瞭に

現ている)
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福島県いわき市の竜ケ崎漁港沖の，波当たりの強い場

所の磯焼け海域18)において，砂地から離れた岩場では

水深が増大するほど底生性の藻食動物のキタムラサキウ

ニの個体密度が増大し，アラメは水深4m以深では認め

られなかった。一方，水深 4m以深の深所側においても，

砂地に点在する，砂面からの比高が小さな岩にはアラメ

が生育し，キタムラサキウニが見られなかった(図-9)。

この海域では，キタムラサキウニは，漁獲対象の有用

なウニ類ではあるものの，生息密度が高く，採食圧も大

きすぎるために，アラメ場の分布を制限する主要因とも

コンクリー卜ブロック(方形)

なっている。

この事例の場合，波浪の影響が大きい浅所倶ijでは，波

浪による環境の撹乱によって，キタムラサキウニの移動

と採食が制限される 19)ため，その採食の影響が緩和さ

れてアラメの繁茂が可能となる水深 4m以浅までの岩場

の嵩上げが重要である。一方，深所側では，砂地に点在

して砂の影響を受けやすく，キタムラサキウニの移動と

採食が制限されるため，ここでも浅所側と同様に採食の

影響が緩和され2ペその結果，アラメの生育が可能と

なる岩の砂面からの比高などの条件を数値化し，これを

水深2.6m→

水深3.6m→

水深3.8m→
(浸食により低くなっている)

水深3.7m→

図-10 主に岩の硬度の不足によってアラメ場の分布が制限されている事例(千葉県館山市坂田地先)
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図ー11 藻場の分布の制限要因を考慮した造成方法の模式的な集約例
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表-3 藻場分布の制限要因を考慮、した造成方法の整理

< 、EaEヨz 成 方 法 > 
主な制限要因

岩場の嵩上げ 生育基盤の改良

1 .光量 O 
2.砂の被覆

3. キタムラサキウニの採食 O 
4. ヒド口虫の被覆 O 
5.岩の硬さ

模倣した環境を現出させる観点が重要である。

4) ヒドロ虫など固着動物の被覆の影響を緩和するた

めの岩場の嵩上げ

東京湾に面し，水質の汚濁が進み，海底面での浮泥の

堆積も著しい神奈川県横須賀市の観音埼地先の，大阪ノ

鼻沖の水深3-10mの，傾斜の緩やかな海底では，砂地

から離れた岩場において，水深5m以深でーの固着動物の

被度がほぼ100%で，カジメは水深 8m以深では葉面が

固着動物に覆われるようになり(写真一 1).水深10m

ではほとんど認められなかった 14)。

この事例においても，前述の光量の不足，砂の被覆お

よびキタムラサキウニの採食の影響の緩和と同じような

観点から， ヒドロ虫などの固着動物の被度が小さくカジ

メの繁茂が可能となる水深まで、の岩場の嵩上げが重要で

ある。

5) 生育墓盤の硬~を確保するための岩場での基盤の

改良

東京湾の湾口部に位置する千葉県館山市の坂田地先の，

水深 4mの傾斜の緩やかな岩場では，硬度の低い(中山

式土壌硬度計による支持強度40kg/m2
) 泥岩部には大型

海藻類の生育が認められなかった。しかし，数m以内の

位置に近接した，ほぼ同じ水深での，支持強度500kg/m2

以上の砂岩部およびコンクリートブロックにはアラメが

生育していた。

この事例のように，波浪の影響で，軟弱な生育基質ご

とアラメが剥離しやすいと見られる場合，硬度の大きな

自然石または硬度を調整したコンクリートブロックなど

の基盤を設置し，硬度が十分でアラメの繁茂が可能とな

る生育基盤の面積の拡大が重要である(写真一2および

図ー10)。

この事例で調査したコンクリートブロックは，偶然に

発見したもので，おそらく魚礁などの他の目的で過去に

設置されたものと思われる。しかし，硬度の低い軟弱な

岩場において，硬度の高い生育基盤を設置することによ

って，アラメ場の分布を制限する主要因とみなされる基

O 
O 

O 

盤の硬度の不足の影響を十分に緩和した生育環境を整備

しているため，つくられた藻場が永続的に維持される可

能性が高い。

6. まとめと今後の課題

これまで述べてきたことから，現地海域における海藻

の生育基盤の嵩上げまたは改良という，既存技術を応用

した方法により，藻場の分布面積を拡大する方向で，複

数の，しかも現実には相互に分離しがたい制限要因の影

響を緩和することによって，なるべく人為的な管理をし

ない藻場造成の可能性が示唆される(図ー11および表-

3 )。

従って，事業の対象海域において，当面，藻場が分布

する場所と分布しない場所の比較から，光，波浪および

砂等の局地的な物理環境を重点的に調査し，それらの条

件を工学的に改変する視点での基盤設計が重要である。

その際，仮説に基づく現地調査によって選定された一つ

の主要因について，実験的な検討を経て，対象の現地海

域における藻場をつくる海藻類への影響を緩和すること

を重視した考え方に基くことがポイントである。

しかし，今後も沿岸海域における海水汚濁への負荷量

が低減しなければ，透明度の低下などが進行し，自然の

藻場が維持される範囲がさらに狭まることが予想される。

そのことは，ここで検討した藻場造成の方法の適用範囲

が減少し続けることを意味する。従って，特に，内湾域

を中心として，もちろん外洋に面した海域においても，

透明度の回復などの水質の改善についての，早急かつ積

極的な施策が必須と考えている。
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要約

藻場は，浅海域の生態系を構成する要素として極めて

重視されているが，海面の埋め立てや海水の汚濁などに

より，急速な消失，表退が続いている。そのため，藻場

を回復させるための，確実な藻場造成の方法の確立と普

及が求められているo

そこで，本報では，藻場の分布の制限要因を考慮した，

なるべく人為的な管理をしない造成方法について整理し

た。この場合には，事業が想定される特定の海域におい

て，光，付着基質，水の動き(波浪，砂の移動など)，

藻食動物，基質の競合などの局地的に藻場の分布を制限

する要因を把握し，その影響を緩和することが特に重要

となる。具体的には，現地事例を基に，①光量を確保す

るための岩場の嵩上げ，②砂の被覆の影響を緩和するた

めの砂地の海底での基盤の改良，③波浪の作用を利用し

てキタムラサキウニなどの底生性の藻食動物による採食

の影響を緩和するための岩場の嵩上げまたは基盤の改良，

④ヒドロ虫などの固着動物による被覆の影響を緩和する

ための岩場の嵩上げ，⑤生育基盤の硬さを確保するため

の岩場での基盤の改良などを検討した。

以上から，海藻の生育基盤の嵩上げまたは改良という，

既存技術を応用した方法により，藻場の分布面積を拡大

する方向で，複数の，しかも現実には相互に分離しがた

い制限要因の影響を緩和することによる，藻場造成の可

能性が示唆された。
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