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北海道の藻場干潟ビジョンの紹介と技術的課題

松永 靖1• 菅原範彰1• 中山威尉l*

Vision to Restore Seaweed Beds and Tidal Flats 

in Hokkaido, Japan. 

Yasushi MATSUNAGA1, Noriaki SuGAWARA1 and Takeyasu NAKAYAMA1* 

Abstract 

We studied the factors affecting decline of seaweed beds by unmanned aerial vehicle (UA V) survey, 

diving-survey and past findings along south-west coast of Hokkaido, Japan. It was considered that the 
feeding damage by sea urchin, the lack of seaweed seed such as zoospore, germ and the shortage of 

stable substrate were main factors of decline of seaweed beds, in addition to the increase in water 

temperature and the lack of nutrient. In order to restore the seaweed beds, it is necessary to act not only 

artificial formation of seaweed beds with stones and concrete blocks but also density management of sea 

urchin, and transplantation of mother seaweed and seaweed seed. In addition, it is very important to 

reduce the management cost of seaweed beds, define the enforcement standard and update the 

techniques against environmental changes. 

l. はじめに

北海道における平成27年の漁業生産贔は約107.4万ト

ン，生産額は約3,116億円である。このうち，コンブ漁

場において樵獲されるコンプやウニは生産額の約 1割を

占めている (Fig.1)1l。水産生物の成育場や産卵場等多

面的な機能を持つ藻場の効率的な保全・創造は，北海道

の漁業生産に大きな影響を及ぽす重要な課題となってい

る。

しかしながら，北海道では日本海側を中心に磯焼けに

よる藻場の衰退が続いており，冬季の高水温化に起因し

たウニの食圧や母藻不足，貧栄蓑がその要因と考えられ

ている2)。

このため，北海道では，漁業関係者や試験研究機関と

連携して漁業者が実践できる藻場の保全技術の開発や普

及を行い，ソフト対策としては，ウニ類の食圧低減のた
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めの潜水作業による密度管理，海藻のタネ不足を補うた

めの母藻設置や種苗投入，雑海藻の除去，施肥による栄

養塩添加等が実施されている。また，ハード対策として

は，底面波動流速を増大させることによりウニ類の食圧

を抑制する嵩上げ礁の設置や脚式構造の藻礁の設置等が

行われている。

しかしながら，漁業者が高齢化し減少する中，現在の

対策手法では労力がかかり漁獲で得られる対価に対して

維持管理コストが高く，ハード対策においても施設機能

を持続的に発揮するためにはソフト対策との連携が必要

不可欠な状況にあることから，藻場を保全するための効

率的で安価な対策技術の確立が望まれている。

このような状況のもと，北海道では，地域毎に異なる

藻場の衰退要因を把握した上で，それに応じた対策を新

たな知見を導入しながら実施する必要がある。藻場の必

要性・重要性については，漁業関係者等と共通認識が得

1 Hokkaido Government, Department of Fisheries and Forestry, Bureau of Fisheries, Fisheries Promotion 

Division, Kita 3-jo, Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8588, Japan (北海道水産林務部水産局水産振

興課〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6TEI)

* Tel : :011-204-5470, Fax : 011-232-1578, nakayama.takeyasu@pref.hokkaido.lg.jp 

本論は，平成29年度日本水産工学会秋季シンポジウム「藻場干潟ビジョンの策定の現状と技術的課題」（平成29

年12月）において講演された内容を取り纏めたものである。
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Fig. 1 Fisheries catch in weight and amount of money (2015). 

られたことから．水産庁が平成28年 1月に策定した「藻

場・干潟ビジョン」3)における基本的な考え方をふまえ．

日本海側の 2海域において藻場の保全・創造対策の行動

計画を「藻場ビジョン」としてとりまとめた。

以下では．北海道南西部海域の藻場ビジョンの概要を

紹介するとともに対策を継続的に実施する上での技術

的課題等を記述する。

2. 藻場ビジョンの概要

1) 対象海域

対象海域は．後志総合振興局管内神恵内村から檜山振

典局管内上ノ国町に至る北海道南西部海域である (Fig.2)。

r,c遍道..,. 項の地霞見．買口』（北灌遍立鯰合日天遭潰）

「基盤地11)!員＂＇嶋Rレペル25000)」（口土地瑾R)

「500mメッシュ水烹デーク』9日本清洋デークセンクー）より作戌

Fig. 2 Study area in south-west coast of Hokakido, Japan. 

2) 検討・実施体制の構築

各地域の藻場に関する現状や課題等を把握し，実効性

のある効率的な回復対策を実施するため，振興局毎に関

係市町村，漁業関係者（漁業協同組合や活動組織），振

興局職員から構成される検討部会を開催した。この検討

部会の構成員に学識者や水産試験場の研究者を加えた北

海道藻場ビジョン検討会を開催し，対策の方向性を検討

した (Fig.3)。

検討会では，他地域の現状や取り組み内容も把握した

いという意見が市町村や漁業関係者からあった。また，

各種取り組みに対する支援の要望があり，今後は，複数

海域の検討部会を参集し．情報交換ができる体制を予定

している。

3) 藻場の現状

(1) 海域環境

海面水温は，約 4-27℃の範囲で変化し， 1982年から

2016年の年平均海面水温は回帰直線の傾きから約 1℃上

昇していると考えられる (Fig.4)。冬季の海水温の上

昇は．ウニ類や植食性小型巻貝類等の食害生物の活発化

による摂餌量の増大を招き，適水温がフシスジモクやス

ガモより低いホソメコンプの生育にマイナスの影響を及

ぽしている可能性がある。

また，当海域の海水は一般に貧栄養で特に無機態窒素

北海道、学識者、 水産試験場、市町村、漁業関係者
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Fig. 3 Promotion system of conservation and creation for 
seaweed bed. 
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日本沿岸蟻の遍面水這t11籠｛気象l'f)より作成
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Fig. 4 Annual changes in the sea surface temperature. 
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が不足しており 4), 特に対馬暖流の勢力が強い場合や冬季

の海水の鉛直混合が弱い場合にその濃度が低下する5).6)。

一方，流速の速い場所では，栄養塩フラ ックスの増加に

より海藻類の生長が良くなるため九この点を考慮した

対策の検討も必要である。

(2) 藻場面積の推移及び構成種

藻場面積は，昭和53年から平成10年までは約3,600-

4,800haで推移していたものの，平成24年から平成28年

では約300-1.ZOOhaまで減少した (Fig.5)。なお，これ

らの藻場面積は，調査手法が異なるため，定濫的な取り

扱いには留意が必要である。平成28年度の海域全体の藻

場面積については， ドローンによる空撮範囲における藻

場面積と平成24年度の日本沿岸域藻場再生モニタリング

事業の衛星画像解析による藻場面積との比率を用いて推

定した。

また， 当海域の藻場はコ ンプ場が主体であるが，ホン

ダワラ類などのガラモ場，スガモなどのアマモ場も確認

された (Photo1)。

(3) 食害生物の生息密度及び底面波動流速分布

ウニ類の生息密度は， 1-31個体/m2でほとんどが

キタムラサキウニであった。また，植食性小型巻貝類は，

8-138個体/m2でエゾチグサガイやクポガイなど複数

種が確認された (Photo2)。磯焼け対策ガイドラインで

は， 1 m2あたり 5-10個体以上のウニ類が分布してい

ると礎焼けが継続していると考えられている見

キタムラサキウニの摂餌行動は，底面波動流速が

40cm/s以上でほぽ抑制され叫海藻草類の優占種である

ホソメコンプの芽生え時期である冬季から春季の底面波

動流速がコンプ藻場の形成に重要であること IO)が示唆

されている。そこで当該期間の底面波動流速を計算しキ

タムラサキウニの摂餌限界水深を把握した。

その結果 概ね水深が 5mより浅くなると底面波動流
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Fig. 5 Changes in the area of seaweed bed. 

速が40cm/s以上となる場合が多くキタムラサキウニの

食圧が抑制されていると考えられ，岬などの局所的な地

形周辺では流速が速くなる傾向が見られた。

ウニ類の食圧が高い地域や水深帯では．密度管理など

食圧を抑制する取り組みが必要になると考えられる。

4) 藻場の衰退要因と対策内容

主な藻場の衰退要因は，既往知見や現地調資等から．

①ウニの食圧過剰． ②ウニの食圧過剰＋海藻のタネ不足．

③基質不足の 3つに区分され (Fig.6), 各衰退要因に

応じた主なハード・ソフト対策候補を整理した8).11)。

(1) ウニの食圧過剰

底質は岩盤または転石で．ウニ類の生息密度が高 く摂

餌限界水深以浅に藻場が形成されているものの藻場が衰

退している地域である。

対策として，天端高が高いことで底面波動流速が増大

しウニ類の食圧を抑制可能な嵩上げ礁．脚式構造や高さ

のある藻礁の設置等に加え．ウニ類の密度管理等が必要

である。なお，対策に使用する石材の空隙はウニ類の住

み場となりやすいので注意する必要がある。

(2) ウニの食圧過剰＋海藻のタネ不足

底質は岩盤または転石で．ウニ類の摂餌限界水深より

浅い汀線付近の水深帯にのみ藻場が形成されているもの

の藻場は衰退している地域である。

対策として. (1)の対策内容にあわせてコンプ類の遊走

子やホンダワラ類の幼胚等の拡散範囲を考慮して海藻の

タネを供給するための母藻の設置や海藻の種苗投入等を

実施し．核藻場を造成することが必要である。

(3) 基質不足

底質は砂や礫で一部岩礁が点在し．水深にかかわらず

岩礁基質に藻場が形成されている地域である。

対策として海藻草類の着生に適した安定した基質の創

出と砂への埋没を防ぐことが可能な脚式構造や高さのあ

瓢 鵬
Photo I Seaweed and seagrass communities, (a)Laminaria 

bed, (b)Sargassum bed. (c)seagrass bed. 

Photo 2 Distribution of (a)sea urchiI1s, (b)small herbivorous 
astropods. 
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る藻礁囲い礁の設置等が必要である。

5) 実施候補地の選定

実施候補地は，海域環境，人的リソース，地元要望の

3点をふまえ選定した。

(1) 海域環境

藻場分布，底質分布，水産生物の生息状況等，藻場の

保全・創造に適した環境を持つ地域である。

(2) 人的リソース

藻場を保全・創造するための地元漁業者等の参画が見

込まれる地域である。

(3) 地元要望

地元漁業者等が藻場の保全・創造を要望している地域

である。

なお，対策の実施にあたっては，藻場の衰退要因をふ

まえ，ウニ類の密度管理の範囲やコンプ類の遊走子の拡

散，ホンダワラ類の幼胚の付着に関係する詳細な地形の

計測や波浪・流れの測定等を行う 。そして，ハード対策

では，天端水深，表面形状，施設配置等，ソフト対策で

は，ウニ類の密度管理の強度，海藻のタネを供給するた

めの母藻の設置位置及び規模等を決定する必要があると

考えられる。

6) 行動計画

(1) 実施体制

藻場の保全・創造対策の内容については地元の検討

部会，学識者や水産試験場の研究者を加えた検討会にお

いて検討する。そして，実施候補地の藻場衰退要因に即

したハード対策，ソフト対策の手法を選定するとともに，

周辺の藻場形成状況等をふまえ．対策規模を決定する。

(2) モニタリング及び評価・検証

対策内容の評価・検証のため．対策実施箇所において．

北海道や市町村等が主体となり．海藻着生状況．ウニ類

や植食性小型巻貝類等の食害生物の生息密度．ウニ類等

の肥育状況魚類の蛸集産卵状況等をモニタリングする。

なお．モニタリング時期については．対象とする海藻

草類の繁茂時期や遊走子あるいは幼胚の放出時期，対象

水産生物の生息時期などを考慮して設定する。

また，モニタリング実施後は，対策内容の評価や対策

実施後の自然環境変化，対策実施箇所の利用状況を把握

し，これらの評価・検証結果をふまえ．対策内容の見直

しを実施する。

(3) 活動スケジュール

実効性のある効率的な藻場の保全 ・創造を推進するた

め，ハード・ソフト対策の実施計画をもとに， 5年後， 10

年後の整備目標値を設定した。

藻場ビジョンの実施にあたっては，年 1回以上の検討

部会や検討会においてハード・ソフト対策の実施状況を

報告し，効果の検証を実施する。その結果を踏まえ，計

画の見直し・改善を図り，翌年以降の活動に反映させる。
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また，藻場の保全・創造活動に対する一般市民への理

解の促進を図るため，取り組み内容についてホームペー

ジ等を通じで情報発信を行う。

3. 対策を実施する上での技術的課題

気候変動により海洋環境が変化する中，藻場ビジョン

の策定を通して藻場の衰退要因等を把握し，藻場保全の

必要性・重要性について漁業関係者等と共通認識を得る

ことができた。また， コンサルタントや建設業者等を含

め様々な業態の参画ができ，新たな技術導入のインセン

ティブ，チャレンジの機会が生まれた。このように，藻

場ビジョンに基づく対策の実施，評価・検証を進めてい

くなかで，様々な関係者による情報交換が行われること

により，藻場の管理意識の醸成が期待される。

しかしながら，海洋環境が毎年大きく変化している中，

藻場ビジョンに基づく実効性のある効率的なハード・ソ

フト対策を継続して実施するためには以下の課題の解

決が必要である。

①ウニの密度管理と栂藻の設置など複数の対策実施が必

要な箇所が増えてきており，複合的な藻場の衰退要因

に対応した効果的な対策とするため，複数の対策手法

を提示し，その実施箇所や規模等の考え方を明確にす

ること

②植食性小型巻貝類の除去方法など，海洋環境の変化に

対応した新たな技術を開発し普及すること

③潜水作業によるウニの密度管理など現在の手法では藻

場の維持管理コストが高いため，安価で効率的な手法

を開発し普及すること

④継続して対策やモニタリングを実施できるように推

進体制の維持や目に見える効果の実感が必要なこと

4. まとめ

今後は，各海域の藻場・干潟ビジョンをふまえ，新た

な技術も導入しながら，豊かな生態系の創造と海域の生

産力向上の基盤となる藻場・干潟の保全・創造対策に取

り組むことが必要である。
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