第３章

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
経年変化の範囲を超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。磯焼けが発生すると、藻場の回復に長い年月を要し、磯根資源の減少や成長不良
を招き、沿岸漁業に大きな影響を及ぼす。磯焼けの発生原因、景観、影響、回復までの期
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。国内の様々な磯焼けの景観を図 3-1-1 に示した。

図 3-1-1

様々な磯焼けの景観（藤田，2002）

左上：ウニ食害(北海道) 右上：ウニ食害（静岡県） 左中：植食性魚類食害（静岡県）
右中：高水温で立ち枯れ（富山県） 左下：台風攪乱(大分県) 右下：浮泥堆積（富山県）
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３．２

磯焼けの発生・持続の原因と温暖化

海藻が減少するのは、海藻が、①植食動物に食われる、②枯れる、③芽生えなくなる、
④流失する、のいずれか、もしくはこれらの組み合わせによる。健全な藻場においても、
海藻は多少とも食われ、枯れ、芽生えには多寡があり、海が荒れれば岩から剥がされたり
ちぎれたりする。したがって、これらの作用が度を超えた場合、持続する場合、回復を妨
げる要因がある場合に磯焼けとなる。では、具体的に、このような状況がどのようにして
生まれるのか？
植食動物は、北日本では主にウニと小型巻貝、南日本ではこれに植食性魚類が加わる。
これらの植食動物による食害が顕著になるのは、水温が高めに推移して摂餌活動が盛んに
なる、寄り藻が減ったことにより生えている海藻を食べるようになる、消波施設や養殖の
増加により海底の静穏化が進む、投石場やコンクリートブロックに植食動物が定着する、
乱獲により害敵生物がいなくなり個体数や行動が制限されなくなる、などが考えられる。
海藻が枯れるのは、高水温（一般海域では貧栄養を伴う）または低塩分が続き、生理障
害が回復しない場合である。芽生えなくなるのは、食害や生理障害による場合もあるが、
堆積物により海藻の付着・生育の阻害や藻体の埋没が起こるためである。堆積物の増加は、
近海の温暖化に伴い暴風雨が激化しているためで、降水量が増加すれば、土壌の浸食や洪
水の機会も増え、海中でも懸濁物質や堆積物が増加する。堆積物の増加は、護岸や消波の
増加に伴う沿岸域の静穏化も理由として挙げられる。暴風雨の激化に伴い波浪の影響が増
大すれば、海藻の流失も盛んになる。つまり、図 3-2-1 に示すように、近年の温暖化は上
記①～④のいずれの側面でも海藻を減少に導いている。なお、海水温が急激に上昇すると
海藻が枯れるが、多くの場合、実際には枯れる水温（例：30℃）に達する前にそれより低
めの水温（例：27℃）で植食動物によって食べられてしまう。

図 3-2-1

温暖化が藻場に及ぼす影響
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３．３

磯焼けの植生パターン

磯焼け域で、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
3-3-1 に示したようなパターンがある。この 5 つのパターンでは、沖焼けが最も普通に認め
られる。図 3-1-1 の左端が沖焼けの例である。沖焼けの場合に岸側で藻場が残存するのは、
浅所で海水流動が大きく、植食動物による摂餌活動や浮泥の堆積が制限され、海藻の成長
が助長されるためである。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し、
潮間帯のイガイ帯のすぐ下まで貧植生域となる。ただし、沖側に広がる貧植生域がすべて
磯焼けで生じたとは限らず、元来の安定した貧植生域かもしれない（本章の 3.4 参照）。
岸焼けは藻場の岸側やタイドプールが貧植生域となり、深所には海藻植生が認められる
ぜん しん

パターンである。波浪が極めて強い、固着力の大きいウニや植食性魚類が潮間帯や 漸 深
たい

帯 上部に密集する、などの場合に認められるが、大規模かつ深刻な事例は知られていない。
パッチ状磯焼け（パッチ焼け）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 3-3-2）。磯焼け初期段階
（incipient barren）とみなされることもある。中心部に巨礫があり、その周りにガンガゼ
い

しゅう

など静穏域を好むウニが 蝟 集 するような場合に認められる。
中焼けの場合、漸深帯の特定の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 3-3-3）。岸側に藻場が形成されるのは、上記の沖焼けの場合と同
様、海水流動（食害や堆積の軽減、成長の助長）によるが、沖側にも藻場が形成される理
由は、漂砂の移動による深所の基質面更新、海底基質のサイズ分布、低照度を好む海藻の
優占、などが考えられる。国内では、富山県東部（浅所：ガラモ、深所：ツルアラメ）で
最初に確認されて以来、伊豆半島西岸（浅所：ガラモ、深所：アントクメ）、北海道西岸（浅
所：ホソメコンブ、深所：ツルモ、ホソツルモ、ガラモ）など、意外と多くの海域に、様々
な植生タイプの間で中焼けが認められている。

図 3-3-1

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 3-3-2 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）
直径約 5～20m でガンガゼなどが多産する。
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図 3-3-3

礫地帯の藻場に認められた中焼け（富山県）

図 3-3-4 には、ウニが優占する磯焼け（＝ウニ焼け）域での海藻植生の残存状況を示し
ている。このように、磯焼け域といえども、海水流動の大きい平磯突端部（波食台、波食
溝）、離れ岩、暗礁などのほか、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ことが多い。

図 3-3-4

北海道の磯焼け域におけるコンブ群落の残存状況 (藤田，1996)
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３．４

貧植生域の景観と無節サンゴモ

磯焼けによって生じる貧植生域の海底の景観は様々で、サンゴモ類や底生動物が優占、
季節的に多少の直立海藻（ウルシグサ、フクリンアミジ、マギレソゾなど）や付着珪藻が
出現、大型褐藻の付着器や茎状部などが残存、岩肌が露出して裸地に近い状態、浮泥が堆
積などの場合がある。
このうち、磯焼け域の構成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）である（図 3-4-1 右）。無節サンゴモは、炭酸カルシウムの骨格を持ち、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。テングサなどと同じ紅藻で、胞
子で増える。多くは殻状で、突起を生じる種もある。分類学的には、サンゴモ亜綱のサン
ゴモ目、ハパリディウム目およびエンジイシモ目の 3 目に属する種のうち有節サンゴモ（膝
節を持つ種）以外のすべてを指す。一般に、低塩分、乾燥および富栄養には弱いが、波浪、
極端な強（弱）光、高水温、動物のグレージング（摂餌）、漂砂などに対する耐性が他の海
藻よりも大きい。熱帯から北（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（本章の 3.6 参照）で繁茂し続けるのもこれらの性
質による。多くの種があり、1 つの磯焼け域でも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 3-4-1 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
ンゴモの表面では、表層の剥離やアレロパシー（他感作用）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、植食動物の摂餌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い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生活基盤としても重要である（図 3-4-2）。

図 3-4-1 北日本の磯焼け域の海底に繁茂する無節サンゴモ(藤田，1996)
（写真右）左上：エゾイシゴロモ 右上：サモアイシゴロモ 左下：ミヤベオコシ 右下：ヒライボ
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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％に近い被度となることも珍しくない。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 3-4-3）。したがって、無節サンゴモに覆われた石でも、植食動物が除去され
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る。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）
は

しゅ

をかけ流すと種々の海藻が繁茂し、予めコンブの遊走子を 播 種 しておくとさらに着生量
は増える（図 3-4-4）。また、長期間培養すると、無節サンゴモが減って褐藻のイソガワラ
などの被度が高まり、基質全体の色が変わる。海域では、冬季に栄養塩濃度が高くなるの
で、これに先立ってウニを除去すれば、海藻が繁茂することも各地で確かめられている（第
7 章の D1 参照）。近年、一見不毛に見える磯焼け域においても海底の基質には多くの海藻
の胞子・発芽体が潜んでいることが明らかになっており（海藻シードバンクという）、上記
のような培養により検出できるほか、海底基質（石、固着性貝類の殻）の付着物を集めて
メタゲノム解析を行う手法も開発されている（Akita et al., 2020）。

図 3-4-2

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)

北海道南西岸や東北太平洋岸の磯焼け域で優占するエゾイシゴロモの場合

図 3-4-3

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
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図 3-4-4

北海道南西岸磯焼け域の転石を栄養塩が豊富な海水（富山湾海洋深層水）で培養

①3 カ月でホソメコンブが伸長 ②予めホソメコンブ遊走子を播種しておくと密に繁茂
③1年間の培養で無節サンゴモの被度が減少し、褐藻のイソガワラなどが被覆

３．５

磯焼けの影響と回復までの期間

磯焼けが継続すると、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表
れる。ひとまとめに「魚介藻類の減少や成長・成熟不良」といえるが、海藻を食べ続ける
植食動物やそれに耐えて海底を覆い続けるサンゴモ類のように増加する生物もある。一般
に、ウニや巻貝は飢餓に強く、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 3-5-1 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 3-5-1）やモニタリング調査（図 3-5-2）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
生物に対する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 3-5-1
分類群
海藻

磯焼けの発生・継続によって起こる主な磯根資源の変化
影 響

備 考

（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（第 2 章の表 2-2-1 参照）の低下・喪失
（増加）無節サンゴモ ＊＊ 、有節サンゴモ、トサカノリ、キント
キ、フクロノリ、ウミウチワ、フクリンアミジ、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
（減少）アワビ類＊、トコブシ、サザエ＊＊、小型巻貝＊＊
→ 成長不良「痩せ貝」

＊

海域によっては増加す
ることもある。

＊＊

ウニなどの摂餌に対し
て は強 い が 、摂 餌 圧 が
極めて高い場合は、やは
り食害により減少する。
＊
貝類
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・ロブスター 、ヨコエビ・ワレカラ（葉上動物） ＊ ロブスターは逃避先を
「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
増加することもある。
→ 有用種の減少＊＊・身入り低下「空ウニ」・成長回復能 ＊＊南米のチリでも起こっ
の喪失
ている。
（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＊＊
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など

1000
100

黒潮の大蛇行期

カジメの磯焼け

漁獲量（ｔ）

10
1

0.1
0.01
1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
年
0

図 3-5-1

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 3-5-2

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。

３．６

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。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、
沖焼け（図 3-3-1 左端）の場合である。一般に、藻場の沖側では、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、ウニの恒常的な摂餌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、生育面積、下限水深など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磯焼けとは呼ばない。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「ウニ－サンゴモ群集」（図 3-4-1）とな
るが、このタイプの群集は世界中の藻場の沖側で普遍的に認められ、すべてが藻場の衰退
によって生じたわけではない。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「ウ
ニ－サンゴモ群集」が拡大し藻場が衰退・消失した場合が磯焼けであり、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。
このほか、春の大潮時の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、
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。
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３．７

磯焼け研究の事始め

古来、日本では海藻を食用、肥料、糊料などの用途で盛んに利用してきたため、海藻の
増減にも関心が持たれていた。例えば、18 世紀後半の長崎県対馬における肥料の資料には
藻肥が採れない年が続いていたことが記されており、道南太平洋岸の旅行記には今年は昆
布が少ないが水昆布（1 年目藻体）が多いので来年に期待が持てるとの記述がある。
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
彌らがアラメ・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（1874～1921）は、教科書『海産植物学』（1911）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」
（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
今稍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しておらず、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推察したにすぎない。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。
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 3-7-1 には、20 世
紀初頭（1900 年頃）、20 世紀末（1980 年頃）、2013 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 年頃の日本沿岸の藻場面積は約 20 万㏊で、約 13 年前と比べて約 6,400 ㏊の藻場
が減少した（環境庁自然保護局，1994）。減少要因の内訳は、埋め立て等の直接改変（1,942
㏊，30 都道府県）、磯焼け（1,016 ㏊，9 道県）、乱獲（31 ㏊，1 道）
、海況変化など（1,117
㏊，16 道県）、不明（2,801 ㏊，17 道県）とされ、直接改変による藻場の消失原因の大半
は磯焼けではないが、磯焼け以降の 4 項目の区分は極めて曖昧である。なお、この調査で
は、水深 20m 以深、一部の島嶼および 1 ㏊未満の藻場が含まれていない。
最近は、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 8,000 ㏊の藻場が磯焼け現象として消失しており、急速に磯焼けが
拡大したことを示している。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以前と同じ調査範囲や基準で、つまり継続可能な形で調
べられていないので、どれくらい磯焼け域が増えたのかはわからない。あくまでも目安で
あるが、2008 年に一部（約 42％）の海域の資料調査に基づいて推定された結果では 1990
年頃と比べて 22％の藻場が減っているとされている（海洋生物環境研究所，2009）
。
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1900 年頃

1980 年頃

2013 年
図 3-7-1 藻場衰退域を抱える都道府県の推移(藤田，2006 を改変)
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。2013 年はアンケート
結果（水産庁，2013）によるもの。
近年の磯焼けは、海藻が①植食動物に食われる、②枯れる、③芽生えなくなる、④流失
する、のいずれか、もしくはこれらの組み合わせによることを先に述べたが、これらも含
め、これまで日本で考えられてきた磯焼けの要因を表 3-7-1 に示した。古い時代には鉱山
廃水の流入や海藻の乱獲、爆発した火山の周辺では火山灰や火山弾の堆積が藻場に深刻な
影響を及ぼしてきた。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。
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表 3-7-1
項目
１．海況の変化

２．栄養塩の欠乏

日本で考えられてきた磯焼けの発生または継続の要因

要因例
備考
黒潮・対馬暖流の優勢・接 冬季または夏季の高水温が問題となり、夏季
岸 、 親 潮 第 一 分 枝 の 離 は貧栄養も伴う。流氷接岸は「磯掃除」（雑藻駆
岸、流氷接岸
除）効果の方が大きい。
イカゴロ海中投棄の中止、 窒素・リン（・鉄？）の不足は、海藻の成長や体
砂防ダムの増加、海岸道 色、成熟に影響を及ぼしうる。沿岸・流域の改
路の敷設、沢水・河川水の
変や沿岸への栄養塩フィードバックの喪失によ
流入減少・拡散阻止
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 古くは低塩分により外洋性の海藻を枯死させる
一時放水）、原野開拓、豪 と考えられていたが、実際は出水時の浮泥堆
雨・長雨、ダム排砂
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、 ウニ・魚以外は副次的であるが、サザエはテン
小型巻貝、植食性魚類（ア グサ場、アマクサアメフラシはワカメ場で時々
イゴ、ブダイ、ノトイスズミ、
問題になる。
ニザダイなど）
６．海底基質の占有 無節サンゴモ、ゴカイ類、 無節サンゴモは、食害、波浪、海水の濁り、浮
サンゴ、サンゴイソギンチ 泥の堆積などに強く、海藻が少ない区域（衰退
ャク、ヒバリガイモドキ
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

９．漁業・増養殖

10．その他

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
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？
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

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。
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。
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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３．８

食害型の磯焼け

日本では、磯焼けに関する認識が早く、ウニの産地も古くから知られていたが、磯焼け
との関連でウニが注目されることはなかった。1908 年に農商務省の田子勝彌技師が茨城県
北部のウニだらけの磯焼け域で潜水観察記録を残し、1932 年に北海道利尻島のリシリコン
ブ漁場でコンブ食害対策として漁業者からウニを買い上げた記録があるくらいである。
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が「浅海域における増養殖漁場の開発に関する総合
研究」
（1979）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主に
キタムラサキウニ、南日本では、ムラサキウニ、ガンガゼ、ナガウニなどが問題になる。
なお、ウニが高密度となって生じた不毛域をウニ焼け（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、ウニ密度と海藻被度の関係
が不連続フェーズシフト（図 3-8-1）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。

図 3-8-1

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。
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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、
ヨーロッパでは紀元前 4 世紀のアリストテレスの時代から知られているが、日本沿岸でも、
南日本を中心に、少なくとも江戸時代から知られている。例えば、アイゴは飢饉をもたら
す魚、ブダイは藻を食べる魚（モハミ）として知られ、元来、多少とも海藻を食べていた
はずである。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、捕食者（魚食性
魚類、アオリイカなど）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の植食性魚類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）。
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、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。ここで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）あるいは漁獲により生息数を減らした場合、ウニの捕食者
へい

し

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えた場合、ウニ以外に小型巻貝や
植食性魚類の食害、または浮泥の影響など、別の要因が働いている場合である。
なお、本ガイドラインでは、阻害要因を取り除く手法として、ウニ・魚の植食動物を人
為的に除去する方法を示しているが、植食動物が増えた原因から対策を考え、捕食者を利
用して植食動物の密度を制御することも考えられる。その方法として、
「捕食者を利用した
藻場回復の手引き」を取りまとめているので参照されたい。海外では、ウニの捕食者の乱
獲がウニを大量発生させ、磯焼けを引き起こすことが広く認識されており、全面禁漁区の
設定によって、捕食者の個体群が回復すれば、その捕食によりウニが減少し、藻場も回復
する事例が知られている。我が国では、地先の漁場が地元の漁協で排他的に分割管理され
ているため、海外と同じような大規模な全面禁漁区を設定するのは難しいが、漁協が自主
的に設定している保護区であっても捕食の間接効果により磯焼け域の中に藻場が維持され
ている事例（コラム 3-8-2）がある。植食動物の密度を人がすべて管理する従来の方法だけ
でなく、捕食者の保護を通じて、管理作業を軽減したり、解消したりすることも考えられ
る。漁業者の高齢化の進行、漁村の人口減少並びに魚価の低迷が予想される中においては、
捕食者を利用した藻場回復手法は、人手を要しない手法として、今後推進することが期待
される。
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【コラム 3-8-1】★ウニの捕食者による藻場の維持
高知県沿岸では近年、水温上昇が顕著で、温帯性の大型褐藻類は消失し、岩礁は、
波浪の影響の強い極浅所を除いて概ね、図 1A に示すようなウニの優占する磯焼け状
態になっている。しかし、この海域に位置する X 湾は、ホンダワラ類などの大型海藻
が水深の深いところまで広く生育する特異な場となっている（図 1 B、C）。当湾は、
地元漁協が古くから湾全域をイセエビの保護区に設定している面積約 0.3 ㎢の小湾で、
イセエビの資源保護のため、イセエビ漁の制限のほか、大規模な投石礁の整備や、小
型エビ（自主規制により、県の規定 100g より大きい体重 180g 以下）の保護区への再
放流により、イセエビの生息数の増加と大型化が図られている。夜行性であるイセエ
ビは、日中隠れ場に潜んで、夜間そこから這い出して周辺を索餌し、ウニなどを捕食
する。調査の結果、イセエビの主要な隠れ場となっている投石礁とその周辺では、ウ
ニが非常に少ない領域が形成、維持され、藻場が持続的に維持されていること、ウニ
の捕食の大部分が超大型のイセエビによること、などが明らかになっている
（Kawamata & Taino 印刷中）。この X 湾のように小規模で、漁業が続けられている
保護区のウニの磯焼け域で藻場の維持に成功している例は、海外でもおそらくない。
我が国では海外のように大規模な全面禁漁区を設定するのは制度上難しいが、地先単
位で管理する保護区は多数存在する。X 湾の例は、それらを活かして捕食者を利用し
た藻場回復に可能性があることを示している。

A

B

C

D

図1

高知県沿岸の典型的な磯焼け場と保護区のＸ湾内の海中景観

A：Ｘ湾近隣の巨礫場 B,C：湾内の深所まで広がる藻場 D：投石礁
写真 A の巨礫の下にはウニが高密度に隠れ、夜間這い出してくる。保護区内の投石礁
（写真 D）には大型のイセエビが比較的高い密度で生息し、ウニはほとんど生息せず
に、海藻が繁茂していた。
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【コラム 3-8-2】イシダイ－ガンガゼ－海藻の栄養段階カスケードはありうる!?
藻場など生物群集の調節の 1 つに、食物連鎖を通じたトップダウンコントロールが
ある。ウニの捕食者としては、ラッコ、ロブスター、カニ、ヒトデ、肉食魚などが知
られ、これらが漁獲などの理由で減少すると、ウニが増え、磯焼けが拡大する。海外
では、捕食者によるウニ捕食試験、海洋保護区（MPA）と非保護区の間での捕食者や
ウニの生息密度と植生を比較した研究が多く、生物多様性の維持とともにトップダウ
ンコントロールの重要性が強調されている。
南日本に多いガンガゼの捕食者としてイシダイがよく知られている。海中での捕食
がダイバーらに目撃され、イシダイ釣りの餌としてもガンガゼが使われる。イシダイ
はガンガゼの個体群を調節できるのか？

伊豆半島でガンガゼへの影響を検討してみ

た（Fujita et al.，2013）。
伊豆半島はイシダイ釣りが盛んで、半島先端部では全長 70 ㎝を超える大型魚の釣
獲記録もあるが、磯焼け（ガンガゼが優占）が広がる内浦湾では、漁獲量も少なく魚
体も小さい。年代毎に釣りガイドを調べると、大瀬崎以北の内浦湾の釣りスポットが
近年は掲載されなくなっている。内浦湾ではもともとイシダイの大型魚はいないが、
中小型魚も減っているのかもしれない。
水槽実験でガンガゼ稚ウニ（殻径 15 ㎜未満）を底に沈めると、イシダイはヤドカリ
やヤツデヒトデと比べ大量に捕食した（～80 個体／日）が、全く食べないイシダイも
いた。イシダイはガンガゼ以外の稚ウニも食べ、水温の下がる冬季（稚ウニの多い時
期）には稚ウニ捕食量が減少した。実際の海底では、稚ウニは石の裏側や岩穴に隠れ
ていてイシダイは捕食できない。健全な成ウニ（殻径 40～60 ㎜）は長い棘に防御され
てあまり食われず、棘を全面、半面あるいは上面だけ除去、または上下を反転した場
合に捕食され、海底で殻を割ると生殖巣を突いて食べる。以上のように、少なくとも
内浦湾では、イシダイがウニ個体群を調節できるとは言い難い。近年のガンガゼの増
加の原因としては、海岸構造物の増加による海域の静穏化、あるいは、水温上昇傾向
にある中で稚ウニの発生量が増大したことによる可能性の方が高い。しかし、イシダ
イによるトップダウンコントロールの可能性については、他の海域も含め、もう少し
検討すべきかもしれない。海況や地形の等しい海洋保護区と非保護区を設け、魚体の
サイズと密度、ウニの密度や海藻被度や群落高の関係が明らかにされるべきである。

海底で潰したガンガゼを突くイシダイ幼魚
図1

ヤツデヒトデに捕食されたガンガゼ稚ウニ

ガンガゼを捕食する動物
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【コラム 3-8-3】イセエビはウニだけを食べる食害対策の救世主!?
本州中部以南太平洋
沿岸でウニの捕食者と
して最も期待されるの
がイセエビである。磯焼
けを持続させているサ
イズのウニを捕食でき
るのは大型のイセエビ
と考えられるが、主流漁
獲サイズのイセエビ（頭
胸甲長 60～90 ㎜）も小
型・中型のウニを盛んに
捕食する（図 1 上）。小

ムラサキウニサイズ別捕食試験
（2019年6~7月）

イセエビ大 (CL)86mm

べれば、わざわざ除去し

16

27
■ウニ小

10
8
6
4
2
0
日数
■ウニ中

0
■ウニ大

ムラサキウニ・サザエ捕食試験
（2019年12~2020年3月）
16

殻径20～40mm

ウニ大

殻径40mm以上

8

16

ウニ

殻径20~40mm

サザエ

殻径20~50mm

27

脱皮

12
8
4
0
12月

さめのイセエビが保護
されて海底のウニを食

8

殻径20mm未満

ウニ中

イセエビ小(CL)57mm

10
8
6
4
2
0
0

ウニ小

図 1

1月

2月

3月

■サザエ

■ウニ

12月

1月

2月

3月

大小イセエビを用いたムラサキウニサイズ別捕食
試験とムラサキウニ・サザエの摂餌試験

たり肥育したりしなく
てもよい。
ここで留意点がいくつかある。イ
セエビはウニだけを食べるわけで
はなく、主に貝類や甲殻類を食べ
る。上記のイセエビに、ウニ（殻径
20～40 ㎜）とともに殻高 20～50 ㎜
のサザエを与えると、ほぼ同様に捕
食する（図 1 下）。小型サザエは殻
ごと粉々にし、中型サザエは殻口か
ら割って食べる（図 2 上）。実際に、
イセエビの巣窟の前には殻が割ら
れたサザエの死殻が散在している
（図 2 下）。
また、イセエビも捕食者に食われ
ることを十分に知っておく必要が

図 2

イセエビに割られたサザエ殻（上）と

イセエビ巣窟の前に散在するサザエ殻（下）

ある。代表的な捕食者はウツボとタ
コで、ウツボはイセエビを囮としておびき寄せたタコも食べるので、アワビやサザエ
の害敵も減る。このように、沿岸の生物群集は複雑に絡み合い、海藻－ウニ－イセエ
ビという単純な図式ではなく、各海域の生物相に応じた食物網を形成する。したがっ
て、イセエビを基軸に食害対策を考える場合は、サザエやアワビなど他の漁獲生物へ
の影響や捕食者による被害も視野に入れて検討する必要がある。

- 34 -

３.９

栄養塩と攪乱

ウニを除去すれば藻場が回復するという結果は、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
ていえば、排水規制や過疎化が進む以前、漁村の生活排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
ている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いるほか、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、人為的操作によって植食動物の除去と栄養
塩の添加の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、いずれの操作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異なり、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に関しては、本来の生産力が高い場所で
は栄養塩添加の効果が大きく、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。
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