
  

図 E1-5 実施前の作業説明 図 E1-6 作業区域を示したガイドロープ 

  

図 E1-7 完全に二つに割られたガンガゼ 図 E1-8 除去後に増えたソフトコーラル 

  

図 E1-9 ウニと同時に除去した方がよい植食動物 
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【コラム E1-1】スキューバ（ＳＣＵＢＡ）潜水 

主要な潜水方式は、陸上からのホースで空気を送ってもらうヘルメット式とフーカー式、空気

を詰めたタンクを使って潜水するスキューバ式に分かれる。磯焼け対策では、主にスキューバ式

の潜水で行われる。スキューバ潜水は、潜水士自身が空気ボンベを携行するので、行動範囲が限

定されず、水中でも自由に行動でき、ウニの除去を効果的に行える。 

スキューバ潜水は、ふつう、ウエットスーツまたはドライスーツを着用し、①BCD（浮力調整

具）、②マスクとスノーケル、③ナイフ、④時計、⑤レギュレーター（圧力調整器）、⑥足ヒレ、

⑦空気ボンベ等（写真の番号と対応）が必要である。近年は海中の交信装置も手軽になり、更に

活動しやすくなっている。ただし、行動の自由度が高く、作業の安全管理上に問題が生じる可能

性があるので注意を要する。 

 

【潜水時における安全管理上の留意点】 

・技量、体力、技術レベル等を考慮して作業員を配置する。 

・潜水前に作業員の健康状態を把握し、体調の悪い者は参加させないようにする。 

・作業の実施前には、気象・海象条件を充分把握しておく。 

・作業員には、漁業調整規則、マナー、法的規範等を厳守させる。 

・潜水機材は、自己の責任で適切に管理させる。 

・船上には監視員を配置し、潜水中の作業員および船舶等の行動に注意する。また、天 

候や海の変化をいち早くキャッチして潜水作業の中止の判断を下す。 

・潜水作業中は、定期的に残圧をチェックさせ、設定残圧になったら作業を中止して浮 

上させる。 

・浮上する際には、浮上速度、肺加圧、船舶等への衝突に留意させる。 

 

⑦ 
⑥ 

⑤ 

④ 

③ ② 

① 
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【コラム E1-2】スキューバ潜水と船上採取の除去効率の比較 

浅所（水深 1.5ｍ）の転石帯で、ダイバーと

船上 

（タモ捕り）の除去効率比較試験を行った 

（図 1）。 

その結果、船上からの除去効率は、スキュ

ーバ潜水と遜色がなかった。理由は、水深の

浅い場所では、タモや竿の操作は容易なのに

対し、ダイバーは身体が波で安定せず除去し

にくいためと思われる。 

 

（平成 26年度 北海道磯焼け対策連絡会議 道総研発表資料から作成） 

 

【コラム E1-3】船上からのウニ除去 

 船上からのウニの除去は、熟練者が小型船から箱メガネで海中を覗き、突き棒やヤス、タモ網

で捕獲し行う（図 2）。ただし、除去できるのは海面から見えるウニに限られ、海底の亀裂や転

石の隙間に潜むウニの除去には向いておらず、透明度が高くなければ難しい。 

 

 
図 2 船上採取と使用される道具 

（下段左：タモ網、下段中：ヤス、下段右：箱メガネ） 

図 1 潜水除去とタモ除去の比較 
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【コラム E1-4】カゴによるウニ除去 

ウニの餌となる海藻や魚肉の入ったカゴを海底に設置し、蝟集したウニを引き揚げて除去する

方法である（図 1）。透明度が悪い海域や水深の深い場所で実施されるが、①カゴの効率的な配

置、②効果のある餌料、③除去効果などに検討すべき課題が多いことから実施例が少ない。 

  

図 1 カゴによるウニ除去 

 

【コラム E1-5】ウニ除去後の効果の持続 

青森県佐井村のマコンブ漁場の磯焼け域においてウニを継続的に除去し、形成されたコンブ群

落の面積の経年変化を調査した。図 2 は、ウニ除去後の年数とコンブ群落残存率（ウニ除去面積

に占めるコンブ群落面積の割合）の関係を示す。図をみると、ウニ除去後 1～2 年は除去面積の

70～80％にコンブ群落が見られ、6年経過しても約 20％が残っていることがわかる。この海域で

は、1回のウニ除去の効果が数年継続し、周辺からのウニの侵入量が大きくなかった様子もうか

がえる。一方、1996 年（4年経過）の除去区（投石漁場）にはコンブが全くみられなかった。投

石漁場は地形が複雑でウニを除去しにくく、再侵入しやすかったことによるようである。 

 
図 2 ウニ除去区に占めるマコンブ卓越群落の割合 

桐原(2003)：コンブ藻場維持再生産技術開発研究（要約），青森県水産増殖センター事報，32，

315-317． 
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 Ｅ２．魚類の除去 

 

魚類の除去では、植食性魚類の個体数を対象海域から減らすことにより、藻場への採

食圧を低減させて藻場の回復を目指す。方法として、「網漁業」と「釣り」がある。 

【解説】 

「網漁業」は、刺し網や定置網などの漁具を用いるため、漁業者による持続的な取り組

みが期待できる。しかし、一般に、植食性魚類のアイゴやイスズミ類は磯臭いとされ、混

獲として一部の利用はあるが、価格がきわめて低く投棄される場合もある（秋山，2007）。

沖縄などの一部の地域を除くと積極的な漁獲は行われていない。漁業の一環とした植食性

魚類の除去を進めるためには、僅かでも漁業者の利益となる価格設定が不可欠となる。こ

れまでに実施されてきた植食性魚類の魚食普及イベントによって、これらの魚は適正に処

理すれば十分美味しく食べられることがわかっている（山崎，2006）。 

「釣り」は、漁業者だけでなく、一般市民からも協力が得られやすい取り組みである。

一般市民の釣りに対する人気は高い。釣り愛好家は、海の生態系保全の考えから、釣れた

植食性魚類を再び海にリリースすることがある。海藻を食べる魚が多く分布する磯焼け域

では、むしろ逆に、これらの植食性魚類の個体数を減らす方が沿岸生態系のバランス回復

につながることになる。このような観点から、磯焼けの実態を釣り愛好家にも積極的に周

知し、植食性魚類の漁獲が藻場回復に繋がるという情報を広める必要がある（全国豊かな

海づくり協会，2009）。なお、釣り愛好家にとっては、アイゴやイスズミ類は、引きが強

いので人気の魚種である。 

 

１）網漁業 

 

網漁業では、刺し網や定置網などの漁具を用いて、対象海域から植食性魚類を捕獲する

ことにより藻場の回復を目指す。 

【解説】 

考え方としては、「対象種毎の積極的な捕獲」と「混獲魚の徹底処理」に大別される。 

「対象種毎の積極的な捕獲」は、対象とする植食性魚類の生理・生態特性を十分把握し

た上で実施する。しかし、植食性魚類は、有用魚種と比べて既存知見が少なく、特に、海

域での生活史や生態に関する知見は極めて少ない。対象種に蝟集する特性があれば、その

時に捕獲するのが効率的であり、産卵直前魚に絞った捕獲ができれば、資源量を効率よく

減らせる。このような情報は、日頃の漁業を通じて、漁業者自身が経験的に認識している

場合が多い。積極的に捕獲する場合は、それら知見のヒアリングや集約を十分に行い、対

象種の選定、漁具の種類と構造、設置の時期や場所を決め、順応的に取り組む必要がある。 

「混獲魚の徹底処理」では、混獲された植食性魚類は、海域からの除去を徹底するため

に水揚げする。アイゴやイスズミ類が一度に大量に漁獲される場合、水揚げしても単価が

安く、網外しや箱詰めの労力、箱代などと見合わず、沖で投棄される場合もある。生魚の

投棄は海域からの除去にならず、死魚の場合も産卵期には海域への卵放出で再生産の恐れ

があるので、陸揚げして処分するまでの体制を構築しておく必要がある。 

- 88 -



２）釣り 

 

「釣り」は漁業者だけでなく、一般市民（遊漁者等）の協力も得られる取り組みである。 

【解説】 

釣りで一人当たりが除去できる量は少ないが、漁業者だけでなく一般市民（遊漁者等）

の協力が得られれば、全体としては多くの人数による持続的な除去の労力となり、有効な

除去対策として期待できる。植食性魚類別の一般的な釣り方を表 E2-1 に示す。 

釣りによる除去を持続させるには、釣り上げた植食性魚類をリリース（再放流）しない

ことが必要である。このためには、一般市民の方々には、磯焼けの現状や植食性魚類が藻

場に悪影響を与えていること、釣り上げた植食性魚類が美味しく食べることができること

等を知ってもらうことが必要である（コラム E2-6）。 

 

表 E2-1 植食性魚類の釣り方 

魚種 釣 期 餌 情 報 

ア 

イ 

ゴ 

和歌山県や三重県

では夏から秋に良

く釣れる。 

・餌は、オキアミ（頭と尾を取る、2

匹を抱き合わせにする）、酒粕のダ

ンゴ、干して黒く変色した酒粕、ム

ギ（蒸す、水でふやかす）、味噌と

小麦粉を練ったダンゴ（耳たぶ程の

柔らかさ）、アオサ、アマモ。メジ

ナ釣りの餌も使用可。 

・撒き餌は、塩アミ、粗挽きさなぎ、

押し麦などを混ぜて、糠やパン粉を

加える。 

※アミ類を使用すると餌取りの雑魚

が寄り効率が悪い。酒粕の匂いで

アイゴを惹きつける。 

・餌メーカーから専用の餌が販売さ

れている。 

(山内，2006) 

・明るくなってから餌を食べる。 

・引きは強いが、アタリは非常に

弱いので、微妙なウキの変化で合

わせてみる。引っ掛ける感じで釣

ることが多く、釣針を呑まれるこ

とは少ない。 

・棘に毒があるので気をつける。 

ブ 

ダ 

イ 

ほぼ一年中。 ・餌は、ハバノリ、カニ類、エビ類、

オキアミなどを使用。 

・夏場はカニ類（ショウジンガニ、

イソガニ、イシガニ）を用い、ぶっ

込み釣りで根回りを狙う。カニは食

い込みに時間がかかる。 

・冬場はハバノリ、ヒジキ、ホンダ

ワラ類などの海藻、茹でたホウレン

ソウやダイコン葉も餌となる。 

・浅い岩礁底でウキ釣り。餌が海

底から0.5～1ｍ程度で自然に漂

うようにウキ下の長さを調整。 

・よく釣れるのは海底付近、あま

り中層に浮き上って採食しない。 

・ぶっ込み釣りでは、磯場に沿っ

て仕掛けを投入。餌が底に着いた

ら海底から50㎝程離して置く。 

イスズミ類 
八丈島では

11～2月。 

・エビ、カニ、フジツボ、ハバノリ、

オキアミ 

 特になし 

ニザダイ 
周年（春から

初夏が好期） 

・オキアミ、イソメ、エビ  特になし 
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３）アイゴ稚魚 

 

アイゴ稚魚の除去には追い込み網方式とカゴ方式がある。汀線付近に着底した稚魚の

大群には追い込み網方式、漁港等の静穏水域の稚魚にはカゴ方式を検討する。 

【解説】 

（１）稚魚を駆除する意義と適用条件 

アイゴの着底量は年変動が大きい。大

規模な稚魚の着底が観察された年には、

稚魚の間に積極的に間引けば，成長した

個体による大規模な食害発生を未然に防

げる可能性がある。着底は 8～9 月に観察

され、全長 30～40㎜の個体はガラモ場の

浅所（水深 1～2ｍ）で大群を作ることが

多く（４.３参照）、追い込み網方式で大

量に捕獲しやすい。捕獲した稚魚や網の

処理等を考慮し、岸近くの浅場にいるア

イゴ稚魚の群れに狙いを絞る。 

一方、漁港等の静穏域の稚魚は、カゴ

による捕獲を検討する。カゴは、捕獲の

労力がかからず、設置場所として漁港の

防波堤・護岸や小割筏などの蓄養・養殖

施設を利用できる。ただし、漁港等の静

穏域では侵入時期がガラモ場での着底よ

りも遅れ、外海よりも水温低下が早く、

魚の逸出も早い。カゴの設置は秋季（盛

期は 10 月）に行う。 

 

（２）漁具と漁法 

①追い込み網方式 

ダイバーが目視観察でアイゴ稚魚

の群れを事前に把握する。群れの周辺

の適当な場所に袋網を設置する。次

に、袋網の開口部の両脇に刺網を末広型に配置する（図 E2-1）。 

刺網は、群れを袋網まで誘導するための垣網として使うので、稚魚が警戒しない

ように透明なナイロン製テグス網（太さは 1 号程度）にする。目合 20 ㎜、高さ 1ｍ

で、長さは 15ｍ程度あればよく、錘は海底に絡みにくい沈子コードがよい。 

ダイバーは稚魚の群れを網で囲まれた区域へゆっくりと追い込み、網に沿って群

れが袋網に入るように誘導する（図 E2-1）。入網後は網口を蓋網等で閉じ、群れが

網の末端へ移動したら、中央部のロープを絞って逃げ道を塞ぐ。群れを効率よく袋

網へ追い込むために、片手または両手に手網を持って群れを誘導する。 

 
図 E2-1 袋網への追い込み方法 

 
図 E2-2 袋網の仕様 

 
図 E2-3 袋網の外観 

（上段：網口，下段：網の側面） 
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