
【コラム 6-5】★ウニを堆肥化した事例 

 
山口県長門市では、環境生態系保全活動で除去されたウニを肥料の原料にして、鶏ふん

と米ぬかをブレンドした二次発酵堆肥を販売している。 

 

 
夏野菜の官能評価（n=19） 

 
ホウレンソウの官能評価（n＝10） 

鹿児島県阿久根市では、磯焼け対策で除去されたウニを堆肥化しており、これを使って栽

培した野菜の官能評価を行った。その結果、ウニ堆肥で作った野菜は、概ねおいしいという

評価が得られている。 
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焼きナス（牛肥）

焼きナス（ウニ肥）

ナス（牛肥）

ナス（ウニ肥）

ピーマン（牛肥）

ピーマン（ウニ肥）

大変おいしい おいしい ふつう あまりおいしくない
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対照区

化成肥料

牛堆肥

ウニ堆肥

大変おいしい おいしい ふつう あまりおいしくない
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６．２ 植食性魚類の有効利用 

 

植食性魚類は、食用にする地域が限られており、磯臭いなどの理由で一般の市場に出回

ることが少ない。しかし、漁獲後の処理で臭みは軽減でき、調理や加工の工夫により有効

に利用できる。植食性魚類の除去を促進するには、まず有効利用を促進する。 

【解説】 

植食性魚類は、身が磯臭く、処理にコツがいるため、食用としてはあまり好まれず、水

産物としての価値が低い。また、水揚げ量が多獲性大衆魚のように安定していないため、

市場流通の開拓も難しい。しかし、植食性魚類は一部の地域では昔から食べられており、

臭みも軽減する調理法が考案されている。このため、アイデア次第では地産地消の有望な

商品と成り得る。参考までに、主な植食性魚類の伝統的な利用方法を紹介する(表 6-1)。こ

のほかにも、最近では、蒲鉾製品の原料として期待されている（コラム 6-8）。 

 

表 6-1 主な植食性魚類の伝統的な利用方法 

 アイゴ イスズミ類 ブダイ ニザダイ 

 

 

利用の

盛んな

地域 

 

紀伊半島沿岸、香川県

東讃地域～徳島県、松

山市周辺、高知県の室

戸・足摺岬周辺、九州

沿岸全域（特に東シナ

海側）、沖縄県 

伊豆諸島や静岡県、和

歌山県、高知県、沖縄

県 

 

 

 

 

千葉県以南の太平洋側

九州沿岸全域、沖縄県 

 

 

 

千葉県、伊豆諸島、静

岡県、高知県、鹿児島

県など 

 

 

 

留意点 

独特の臭味は漁獲直後

に内臓を取り出すと防

げる。橙の煮汁に漬け

る、味噌を使う、皮を

焼く方法もある。 

特になし 

 

 

 

 

臭みはなく、一般的に

食用とされている魚種

と同様に多くの調理方

法がある。 

 

皮が厚く硬いので、剥

がす。関東ではあまり

食用にされないが、関

西ではあらいなどにさ

れ好まれる。 

料理 

焼き切り、刺身、あら

い、たたき、味噌汁、

煮物、揚げ物、焼物 

 

 

刺身、たたき、揚物、

煮物、焼物、汁物、鍋

、酢物 ※小笠原諸島

のピーマカ、大分県や

長崎県小値賀の焼き切

り料理は有名 

刺身、たたき、揚物、

煮物、焼物、汁物、鍋

、蒸し、酢物 

 

刺身、揚物、煮物、 

焼物、鍋、蒸し、酢物 

 

 

加工 

塩辛、干物（特に和歌

山県一夜干し）、味噌

漬け、練り製品 

漬物、干物、練り製品 

 

 

干物 

 

 

漬物、干物 
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【コラム 6-6】★植食性魚類の試食会 

静岡県御前崎市海鮮なぶら市場で行わ

れたアイゴ試食会では、アイゴの活き作

り、押し寿司、南蛮漬け、一夜干しなど

が試食された（図 1）。参加者からは、「全

然臭みがない」「棄てられている魚とは

思えない」「幅広い料理に利用できる」

などの驚きの声が聞かれている。 

また、福岡の大学生にイスズミを試食

してもらったところ、事前情報としてイ

スズミには独特の臭みがあると聞いて

いたが、多くの学生たちが「言われなけ

れば気にならない」と評価した（図 2）。それどころか、学生によっては“海藻を食べる＝

ヘルシー”といったプラスイメージの方が強く、同じ白身魚のマダイ等と比較して魅力を

感じたようであった（図 3）。このことから、植食性魚類の普及が進み、漁獲へのインセンテ

ィブが働き、植食性魚類の漁獲が進むことを期待したが、実際には、試食会は一時のイベント

に終わってしまっている。この結果について、流通の専門家に尋ねると、「得てして、商品に

関わる人たちは、限られた世界の中で近視眼的な思考に陥りがちである。漁業関係者ならだれ

でも魚を捌ける・捌くべきだと思いがちであるし、“藻場”や“磯焼け”、“アイゴ”や“イ

スズミ”など、あまり知られていない用語や魚名が一般的にも通用すると思いがちである。し

かし、実際には、馴染みのない環境問題や魚の名前で消費者の関心を惹きつけることはできな

い」という。植食性魚類の普及を進めるのであれば、消費者の視点から、何が新しく、魅力的

であるのかを発信することが大事である。 

 

  

図 2 試食会場の様子（中村学園大学） 図 3 学生の試食会アンケート結果 

 

 

15

17

3 3

0

イスズミのお刺身は美味しい？

図 1 試食会場の様子（海鮮なぶら市場） 
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【コラム 6-7】★植食性魚類を使った商品や料理 

植食性魚類は、地域によっては以前から商品化して販売されたり、料理されたりしている。 

 
アイゴの干物（和歌山県） 

 
アイゴ生食用（沖縄県） 

 
アイゴのムニエル（長崎県） 

 
イスズミの一夜干し（東京都八丈島） 

 
イスズミの皮焼き（長崎県五島） 

 
イスズミのすき焼き（和歌山県） 

 
ニザダイを使ったすり身（鹿児島県） 

 
ブダイ味噌漬け（静岡県） 
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【コラム 6-8】★植食性魚類の加工品 

大型で藻場への採食圧が高いイスズミ類の有効利用を図るため、産官学が連携して商品開発を

行った。 

商品開発にあたっては、マーケティングを学ぶ大学生からアイデアをもらい、出張帰りのおつ

まみや土産品として、サラリーマンや旅行者をターゲットにした販売戦略を企画した。こうして

出来あがったのが、ノトイスズミを 20～30％配合した薩摩

揚げ「たべてみ天」（図 1）で、博多駅のキオスクで販売

されている。パッケージには学生たちの元気な写真を使用

し、水産庁が選定する「Fast Fish」の認定も受け、手軽

においしく食べられて、磯焼けのことも知ってもらえるよ

うになった。 

 

図 1 たべてみ天 

 

対馬市の峰東部漁協女性部キッチンは、夏場の大型定置で獲れるアイゴを冷凍庫で保存し、地

元の学校給食にアイゴフライとして提供している。半解凍状態での調理なので、臭いはさほど気

にならない。最近では、販路を拡げるため、東京海洋大学の生協でも販売されている（図 2）。 

      

図 2 アイゴフライ 
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７．磯焼け対策の実施事例 

 

７．１ 複合対策の実施事例（大分県佐伯市名護屋地区） 

１）はじめに 

大分県の最南部に位置する佐伯市名護屋地

区では、1994年頃からクロメなどの大型褐藻が

減少し始め、1998年には半減した。磯焼けの発

生原因は不明であったが、持続する要因は、①

ウニの食害および②タネの不足、③魚の食害の

3つが考えられた。名護屋の潜水漁業者は、「藻

場を復元し、豊かな磯根資源を取り戻すこと」

を目的として、国や大分県、佐伯市の支援を受

けて、2007年から磯焼け対策をスタートさせた。

スローガンは「できることから」、「できるとこ

ろで」、「小さな藻場を作ろう」である。 

 

２）ウニの対策 

ウニの食害に対しては、ウニの徹底除去を行った。対策域（当初 1.4ha）の両端に瀬切り

方式でウニフェンスを設置し、潜水器を用いてフェンスの内側のウニ（ガンガゼ、ムラサ

キウニ、ナガウニ）を除去した。ウニ密度は約 3 個／㎡から 0.5 個／㎡前後に低下した。

その後、ウニ密度は、稚ウニの出現により 2 個／㎡近くまで増加したが、再除去を繰り返

すことにより、2011年以降は 1個／㎡以下に減少し、2013年 9月からは 0.1個／㎡台と非

常に少なくなった。同様に、ウニの除去数も 2010年度（34.9万個／年）以降、減少傾向に

あり、2013 年度には約 1/6（5.5 万個／年）に減少した。2014 年 4 月以降は、ウニ除去は

行っていない。 

 

３）タネの対策 

対策開始時の対策域は「丸焼け」状態で海藻のタネ不足が懸念された。そこでホンダワ

ラ類（主にヨレモクモドキ）をオープンスポアバッグで移植した。また、成熟したクロメ

を移植カゴに入れて海底に設置した。その後、ヨレモクモドキの濃密なガラモ場が定着し

たが、クロメは籠周辺で幼体の出現と消失が繰り返された。 

 

４）魚の対策 

対策域の 4 つの定置枠内の直立海藻（多年生種のみ）の平均被度の経時変化を図 7-2 に

示した。直立海藻の被度（平均）は，一時的に高くなってもその被度が維持されることな

く，2011年まで 8～44％の間を変動した。直立海藻の被度が変動する理由としては、魚（主

にブダイ）の食害が疑われた。そこで、2012年 5月から 11月までの間、刺網によるブダイ

の除去を 7 回行った。その後、直立海藻の被度は変動することなく，60％前後を維持する

ようになった。また、2014 年以降はクロメの個体数が急激に増加して、対策域内にクロメ

場も再生した。 

 

図 7-1 対策開始前（2007年） 
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名護屋の磯焼け対策は、2007

～2009 年の間は葛原地先のみ

で行われていたが、その後は、

他の地先でも実施されるよう

になり、藻場の再生は急速に進

んでいる。ウニ除去を行った対

策域は確実に藻場が再生して

いるが、ウニ除去を行っていな

い地先の一部ではヨレモクモ

ドキのガラモ場が再生してい

る。これは、最初の対策域で再

生した藻場が供給源となって、湾内に流れ藻が拡散したためと考えられている。 

 

５）複合対策の成果 

名護屋では、「ウニ除去」、「タネまき」および「魚除去」を複合的に実施してきた。その

結果、図 7-3 のようなガラモ場やクロメ場のほかに、テングサなどの小型海藻もみられる

ようになってきた。 

漁業者は 2012 年より、毎年 3 月に地先を 31 地区に分け、藻場のモニタリングを行って

いる。その集計結果をみると、磯焼け域は着実に減少し、大型海藻と小型海藻の占める面

積が増加していることがわかる。再生した藻場の面積は、対策開始翌年で 0.9ha であった

が、2014年 3月現在は 92haであった。この面積は、まだ全磯面積の半分であり（図 7-2）、

全域に藻場が再生するまでには、暫くは対策を続けていく必要がある。 

  

図 7-3 再生された藻場（2014年） ガラモ場（左），クロメ場（右） 
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図 7-2 再生藻場の変遷 
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