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藻場・干潟ビジョンの策定

朝倉邦友＊

Future Vision of Seaweed Beds and Tidal Flats 

Kunitomo AsAKURA * 

Abstract 

The sudden decrease in "seaweed beds and tidal flats" are serious problems in the coastal areas of 

Japan. Fisheries Agency is promoting conservation and restoration of "seaweed beds and tidal flats" to 

restore fisheries resources. However, there are many problems in expansion of the area and recovery of 

the function. And therefore, Fisheries Agency publicized a new policy, "Future vision of seaweed beds 

and tidal flats" in 2016 for the promotion efficient conservation and restoration of "seaweed beds and tidal 

flats". In this article, the current status and issues of conservation and restoration of "seaweed beds and 

tidal flats" in Japan had been summarized, in addition, the overview of several visions and specific 

examples had been introduced. 

l. はじめに

藻場・干潟は，海域において豊かな生態系を育む機能

を有するほか，水産生物の生育にとって非常に重要な役

割を有している。水産資源の回復を図るためには，全国

的に衰退傾向にある藻場・干潟の保全や創造を推進する

ことが重要である。現在，水産庁においては水産基盤整

備事業等により海藻着定基質の投入や浅場の創造等のハ

ード面を支援するほか，水産多面的機能発揮対策事業に

おいて食害生物の除去や岩盤消掃，稚貝の移植等のソフ

ト面の取り組みを支援しているが，藻場・干潟の保全や

機能回復を図る上での課題は多い。このため，水産庁で

は，実効性のある効率的な藻場・干潟の保全・創造対策

を検討するため，「藻場・干潟ビジョン検討会（座長：

松田治広島大学名誉教授）」を平成27年7月に立ち上げ，

平成28年 1月に「藻場・干潟ビジョン」を策定し，藻

場・干潟の保全・創造を推進するための基本的な考え方

を取りまとめた。地方公共団体等は，これに基づいて，

各地域の特性を織り込んだ「各海域の藻場・干潟ビジョ

ン」（ハード・ソフト対策が一体となった実効性のある

2018年5月18受付， 2018年5月7日受理

キーワード：藻場干潟，保全，再生

効率的な藻場・干潟の保全・創造に向けた行動計画）を

作成するとともに，その的確な運用を通して，計画的に

各海域の藻場・干潟の保全・創造の推進を図ることとし

ている。

本報告では，藻場・干潟ビジョンの概要について紹介

する。

2. 藻場・干潟の現状

本邦沿岸における藻場および干潟面積の推移をFig.1 

に示す。藻場の衰退（磯焼け）は20世紀後半にかけて太

平洋沿岸を中心に全国的に拡大した1)。2005年， 2013年

に水産庁が実施したアンケート調査の結果2).3)によると，

21世紀に入り藻場の衰退はさらに拡大している。近年で

は，海水温の上昇 (Fig.2)に伴う海藻の立ち枯れやノ

トイスズミ，アイゴなどの植食性動物の摂食行動の活発

化と分布域の拡大等が懸念されている。また，高水温の

持続によるカジメ類の大量流失4)も報告されており，さ

らなる藻場面積の減少が懸念されている。干潟域におい

ては，南方系魚類であるナルトビエイの来遊による二枚

貝の捕食や貧酸素水塊・青潮の発生，陸上からの砂の供

Key words : seaweed bed, tidal flat, conservation, restoration 
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Fig. 1 Changes in area of seaweed beds (upper) and tidal 
flats Oower). 

50'N 

40"N 

30"N 

+0.75 

一一

00 
5
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

5

0

5

0

 

2

2

1

1

 

(
c
q
)
U
亡
阻
世
週
e
H
正
片
•
寄広

窃：巧;.a次長期It西造成目揖面積

""第2次長Mlt面造戌面積合計

こコ第 1次長期It面造成面積合計

こコ；仕津渥培整偽工某造成面積合計

... 累It面積

匝

匝

匝

匝

平成13年 平成18年 平成23年 平成28年

竪品芸稟 I~,ぶ寄；r I 宕ぢ霜~ II ば点寄:
(S51 ~H13) (H14~ 18) (H19~23) (H24~28) 

Fig. 3 Changes in the reclamation area of seaweed beds and 
tidal flats. 
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Fig. 2 Long-term (from 1915 to 2015) warming trends of 
SST in the seas adjacent to Japan (℃ /100 years). 
URL: http:/ /www.data.jma.go.jp/ grnd/kaiyou/ data/ 
shindan/a_l/japan_warm/japan_warm.htrnl 

給の低下等により二枚貝類の生産力が低下している。

3. 藻場・干潟の保全・創造に関する

取り組みの現状

1) 公共事業による整備

公共事業における藻場造成や藻場の保全を目的とする

事業では．海藻着生の促進を目的と した人工基質の投入

やアマモ場造成を目的とした砂地創造による嵩上げが主

として行われている。また，干潟整備では，砂の投入に

よる二枚貝幼生の着底促進や生息環境の改善を目的とし

た砂の投入が主として行われている。これまで．ほぽ全

国的に藻場・干潟の整備が行われており平成26年度ま

でに25,000haを越える整備が行われている (Fig.3)。

2) ソフト対策による藻場・干潟の保全対策

水産多面的機能発揮対策事業では．漁業者や地域住民

が行う藻場・干潟等の維持・回復に資する保全活動に対

して支援を行っている。藻場の保全活動としては．母藻

や種苗の投入．アイゴやガンガゼ等の食害生物の除去．

施肥による栄養塩供給のほか，藻場の重要性に関する教

育・学習活動も行われている。千潟の保全活動としては，

砂泥の移動防止や干潟の耕転，干潟の機能低下を招く生

物の除去流域における植林活動等が行われている。藻

場・干潟の保全活動組織は年々増加し，平成27年度にお

いては， 500を越える組織が約3.5万haの藻場・干潟の

保全活動を行っている。また，活動組織間の情報交換お

よび一般市民への周知を図ることを目的として，水産多

面的機能発揮対策事例報告会を毎年している。

3) 技術開発と知見の普及

水産庁は，藻場回復の具体的な対応策をまとめた「磯

焼け対策ガイドライン」2)を平成19年に策定した。平成

27年には．植食性魚類の生態に関する知見や駆除技術等

を追加した「改訂版礎焼け対策ガイドライン」3)を策定

し，これらの普及を図るとともに，各地で取り組まれた

磯焼け対策に関する知見を共有するため，毎年「磯焼け

対策全国協議会」を開催している。また，実用的な干潟

生産力改善手法をとりまとめた「干潟生産力改善のため

のガイドライン」5)を平成20年に策定したほか，アサリ

の調査研究事例に関する知見を共有するための「アサリ

研究会」を毎年開催している。

4. 藻場・干潟ビジョンの基本的考え方

藻場および干潟の保全 ・創造を推進する際のフローを

Fig. 4に示す。藻場・干潟ピジョンは，実効性のある効

率的な藻場・干潟の保全 ・創造を推進するため，以下の

4つの視点を重視しつつ，各海域の海域環境に的確に対

応した形でハード・ソフト対策が一体となった広域的対

策を実施していくものとしている。

l) 的確な衰退原因の把握

藻場・干潟の衰退原因は，海域環境等の影響により変

化する可能性があることを念頭に置き，必要に応じて漁

業者等の協力を得ながら現地調査を行い，個別海域ごと

に的確に要因を把握・予測し，その要因に合致した対策
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Fig. 4 Flow for efficient conservation and restoration of seaweed beds and tidal flats. 

を講じる。 3) 新たな知見の積極的導入
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2) ハード・ソフト施策が一体となった広域的対策の 民間企業や研究機関等が開発 した技術など，より効率

実施 的 ・効果的に藻場 ・干潟の保全，創造を図る新たな知見

具体的行動計画の策定・推進にあたっては，最新の調 ゃ技術を積極的に導入する。

査結果に基づき，広域的な視点からハードと ソフ トを組 4) 対策の実施に当たっての留意事項

み合わせた計画とする。対策実施場所の選定にあたって 行動計画の作成及び実施体制の構築は，地方公共団体

は，海藻草類の胞子・種子や二枚貝類の浮遊幼生等は， が中心となって行うが，その際は，漁業者，地域住民，

潮流に より広域的に移動する特性を考慮し選定する。ま 企業などの多様な主体の参画を図るとともに対策実施

た，水産生物の生活史に対応 した漁場整備を行う海域に 後は，地域漁業者等が自主的かつ持続的に藻場 ，干潟の

おいて，産卵親魚や幼稚仔魚が多く生息する箇所が判明 保全を行うことができる体制を構築することが重要であ

している場合には，その場所での対策を優先的に行 う る。また，地域の実情に応じ，河川等に堆積 した土砂を

(Fig. 5)。 干潟材料と して活用することも検討する。

なお，対策を実施した後は，一定期間，藻場密度や二 なお，各取組みや，藻場 ・干潟機能の回復事例などの

枚貝類生息密度測定等のモニタ リングを行い， PDCA 効果発現状況は，広く発信 し，全国的な情報共有を図り ，

サイクルを通じて実効性のある対策として，それに向け 藻場 ・干潟の保全活動に関する国民への理解促進を図る

た実施体制を事前に構築 し，着実に成果を残すことが重 ことが重要である。

要である。
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5. 各海域における対策の推進

上記の基本的な考え方を踏まえ，各海域の特性を織込

み，計画策定対策実施．モニタリング．計画の見直

し・改善といった実効性のある効率的な藻場・干潟の保

全 ・創造対策を推進する。

6. 伊予灘海域における対策の推進

当該海域の藻場は，平成 4年に2,354ha, 平成24年

2.359ha存在しており．過去20年間は同等の水準を維持

していた。しかし．平成16年の台風18号により山口県の

アマモが大量に流出し同時に山口県．愛媛県．大分県

で植食動物の食害が増加するなどして局所的に渫場が衰

退した。ガラモ場クロメ場等の岩礁性藻場も衰退傾向

にあるため．伊予灘を囲む上記三県が連携し．現存する

藻場を維持および拡大することを目的として. 10年後に

約300haの藻場を造成するピジョンを策定した。実施候

補地，実施体制および活動目標の概要をFig.6に示す。

7. 伊勢湾および三河湾海域における対策の推進

当該海域では. 1955年頃は約45,000ha存在した干潟・

浅場が2004年には約32,000haに減少した。また人口増

加に伴う流入負荷量の増大に より貧酸素水塊が発生して

おり，生物の生息域は減少している。さらに，アサリ資

源巌の低下による水質浄化機能の低下や，生態系ネット

ワークの停滞によ って資源贔が低下する負の連鎖が問題

となっている。そこで，伊勢 ・三河湾海域を共有する愛

知県 三重県が連携し，長期的な回復目標を定めた干潟

ビジョンを策定した。1980年代の豊かな海への回復を目

標に，ハー ド整備として700haの干潟・浅場造成を行う

とともに，ソフト対策として5,024haの干潟の保全活動

を行い， アサリ漁獲量4,180トンを増産することを目指

している。実施候補地，実施体制および活動目標の概要

をFig.7に示す。

8. おわりに

藻場 ・干潟ビジョンは，実効性のある効率的な藻場・

干潟の保全 ・創造対策について検討を行い，その対策に

向けて基本となる考え方をとりまとめたものである。

今後本ビジョンに沿って，藻場 ・干潟の機能回復に

向けた対策が，全国各地で展開され，これまで各地域で

蓄積された知見を活用 し．広域的な視点を持ちつつそれ

ぞれの海域環境に適合した形で実施に移されていくこと

を期待する。

藻場・干潟ビジョンの推進に向けて
海域を広域的に捉え水産生物の生活史に対応した実効性のある効率的な藻場干潟の保全 ・創造対策の推進

I "ード •ソフ因茉が一体ーとなった藻場の保全 •j\J造 1 

., ヽ
,.: 

,,. 負類の移動

Fig. 5 Promotion of conservation of efficient seaweed beds and tidal flats corresponding to the life history of 
fisheries organisms. 



藻場 ・干潟ピジョンの策定

1. 実施候補地

（エリア条件と、現地調査を行い

詳細な造成予定地を選定する。

くエリア条件＞

①現在又は過去に藻場がみら

れたが、減耗したと思われる

場所である。

②藻場が形成できる環境条件

が概ね整った場所で、技術

面・予算面からハード整備・

ソフト対策で対応できる場所。

③流れ藻の移動・分散を考慮し、

離れた場所に対して有効的に

海藻のタネが供給できる場所

である。

2. 実施体制

協譜会 フォーラム

伊予灘海域

名称 1伊予灘藻場ビジョン協譴会
藻場ビジョン山ロフォ—ラム
藻場ビジョン愛媛フオーラム

藻場ビジョン大分フォーラム

構成員

検討内容 I

国：水産庁計画諜

：山口県農林水産部局

愛媛県農林水産部局

大分県農林水産部局

大学~ 有識者漁業者

県：山口県農林水産部局

愛媛県農林水産部局

大分県農林水産部局

関係市町村漁協，活動組織等

①藻場の分布・磯焼けの発生状況等の竪理 ①ハード竪傭・ソフト対策の活動・情報の共有

翌むば品詳価 1翌デ翌屯芯竪傭謀
事務局 ！愛媛県水産課 愛媛フォーラム：水産課

大分県水産振興諜 ＊持ち回り 大分フォーラム：大分県水産振興課

3. 活動目標
項目 県名 現状呼成28年） 平成33年 長期 （概ね10年後）

山口県 354 373 (+19) 375 (+21) 

藻場面積 愛媛県 1,416 1,419 (+3) 1,488 (+72) 

~a) 大分県 589 677 (+88) 807 (+218) 

計 2,359 2,469 (+ 110) 2,670 (+311) 

山口県 マコガレイ、カサゴ、メバル、マダイ、キジハタ、アワビ、サザエ、ナマコ

対象種 愛媛県 マコガレイ、カサゴ、メバル、マダイ、キジハタ、アワビ、サザエ

大分県 マコガレイ、カサゴ、メバル、マダイ、キジハタ

山口県 5 6 6 

活動組織
愛媛県

゜
3 5 

大分県 6 6 8 

計 11 15 19 

Fig. 6 Summary of activity in Iyo Nada (Future vision of sea weed beds). 
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2. 実施体制

水 産 工学 Vol.55 No. 1 

伊勢三河湾海域

＂リ の成長R雇別分布

浮ii!幼生の移動
(H1H 1ンに“づ く檀定l

母貝場 （這湯）

ハード整偏
〇：母貝嶋造成筐所

・ 直貝場の檀鯰回復

（地盤高1111塁専）

ソフト対案
⇔ ；移預放流

● ：害“生物踪去零

フオーラム

名称 I伊勢・三河湾海域干潟ビジョン協譴会 干潟ビジョン愛知フナ—ラム
干潟ビジョン三重フォ—ラム

国水産咋画課

構成員 I県愛知県水産部局

三重県水産部局

県：愛知県水産部局

三重県水産部局

関係市町村 漁協活動組織等

(Ty、ード竪傭 ・ソフト対策の活動・情報の共有

の検証・評

愛知フナーラム ：愛知県水産課

三軍フナ—ラム ： 三

3. 活動目標

項目 県名
H29~H33 将来
(5ヶ年） （当面の目標）

愛知県
ハード対策：25 ハード対策：600 

ソフト対策：4.923 ソフト対策4.923
干潟浅場

ハード対策：20 ハード対策 ：100 
面積 -=-重県

ソフト対策 ：101 ソフト対策：101 
(ha) 

ハード対策：45 ハード対策：700 
計

ソフト対策：5,024 ソフト対策：5,024 

対象種
目類 7サリ、 ア加・イ、 サルボウ、パ加・イ、 ハマグリ、トリカ・イ

魚介類 トう7グ、スズキ類、マダイ、 ク吟・イ、イ況(レイ、 mヵ・w、クJI,'?.It.、カ・サ・ミ類

アサリ 受知県 210 1 680 

増産 ＝畜凜 1 500 2 500 
（トン） 計 1.710 4,180 

詈知嗅 7 7 
活動組織 ＝重曝 10 10 

計 17 17 

Fig. 7 Summary of activity in Ise -Mikawa Bay (Future vision of tidal flats). 
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