
【コラム E2-1】★定置網によるアイゴの漁獲 

主な植食性魚類のうち、アイゴとイスズミは定置網で漁獲されているが、水産利用が少なく、

漁獲実態についての報告は少ない。佐賀県では玄海地区の 2つの市場で 2002～2006 年の植食性

魚類の水揚げ情報が集計されている。年間水揚量はアイゴが最も多く、数トンのオーダーであっ

たのに対し、イスズミとブダイは少なく、数十㎏のオーダーであった（金丸、2007）。アイゴに

ついて、2010年までの情報を追加したところ、年間水揚量は 2002 年以降、減少しているものの、

2007年以降は 8 トン前後で推移していた（図 1）。この水揚量は、体重 400ｇのアイゴ 2 万尾に

相当する。漁法別にみると、定置網での漁獲が 94％と大部分を占めていた。 

月別水揚量は、年度による変動がみられたが、1～4 月の間はほとんど漁獲されず、その後、

急増して 7月前後にピークを迎え、その後、12月に向かって減少した。 

 

  

図 1 佐賀県唐津市におけるアイゴの年間水揚量と月別水揚げ量 

 

このように、イスズミやブダイに比べて、アイゴは定置網で多量に漁獲されている。植食性魚

類の資源量を減少させる効率的な方法の１つとして、産卵親魚の漁獲が挙げられる。アイゴの産

卵期は初夏で、定置網の漁獲のピークは 7 月前後であることから、定置網は地域のアイゴの資源

量を調整するうえで、重要な役割を果たしている。混獲されたアイゴは海上で投棄せず、積極的

な利用や陸上での処分が望まれる。 

 

金丸(2007)：佐賀県玄海域における植食性魚類－アイゴ，メジナ，ニザダイ，スズメダイ等－の

漁獲実態，佐賀玄海水振セ研報，4，7-14． 
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【コラム E2-2】★宮崎県で見られるイスズミ類 

宮崎県北部の日向市地区と南部の串間市地区における 2 つの消波構造物において、冬季にノト

イスズミの 100～300 尾の群れが確認された（図 1）。群れが確認された年に近隣の定置網に入

網したイスズミ類を採集したところ、1 回当たりの最多採集尾数は 23 尾で、両地区とも 9 割以

上をノトイスズミ、残りをイスズミが占めた。同じ時期に、消波構造物に隣接するクロメ場にお

いて過剰採食が顕著に見られ（図 2）、ノトイスズミはクロメに対する影響の大きい種と考えら

れた。 

 

図 1 インターバルカメラで 図 2 クロメに見られた過剰採食 

 撮影されたノトイスズミの群れ 

群れが見られなかった年の 6～9月と 1～2月に、浅瀬や消波構造物など（水深約 3～15ｍ）で

実施した刺網による漁獲試験では、8 月以前の漁獲は見られなかったが、9 月以降は最多で 3.4

尾/日･反が漁獲された。このことから、9月以降に刺網漁を繰り返すことで比較的効率よく除去

できることが示唆された。刺網漁で漁獲されたイスズミ類では、定置網では見られなかったテン

ジクイサキが 6 割以上を占め、ノトイスズミ、イスズミの順でこれに次いだ。胃内容物中に優占

する海藻は、ノトイスズミでは褐藻、イスズミでは緑藻、テンジクイサキでは紅藻で、魚種によ

って異なる傾向が見られた（図 3）。これらのことから、宮崎県の藻場では、ノトイスズミだけ

でなく、他の 2 種による影響も無視できないと考えられた。 

 

 

図 3 胃内容物の例 

A：ノトイスズミ， B：イスズミ， C：テンジクイサキ 

 

（宮崎県水産試験場） 
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【コラム E2-3】★定置網によるイスズミ類の漁獲事例 

2008～2010年に、平戸市漁協と同市水産課の協力を得て、漁協の 12 支所を対象として、定置

網による水揚げ情報を収集した。イスズミ類の水揚げがあったのは 7 支所で、年間総漁獲量は平

均 3.5トン（最高は 2009年の 4.5トン）であった（図 1）。3年間の総水揚げ量のうち、43％（1.5

トン）を獅子、40％（1.4トン）を志々伎、9％を津吉が占め、他の 4支所は 0.03～0.15 トンと

少なかった（図 1）。年によって若干異なるが、主漁期は 6～11 月で、全体の 80％が水揚げされ、

2008年と 2009年は 7月、2010年は 6月と 9月にピークが見られた（図 2）。イスズミ類は練り

物原料として利用されるほか、県外向けに出荷されている。なお、前津吉町の消波構造物（沖防

波堤）では、2011年 1 月に推定約 1000 尾のイスズミ類の群れが観察された。 

 

 

長崎市の野母崎・三和漁協にはノトイスズミの大量入網という稀有の記録がある。長崎半島先

端近くの小型定置網で、2008 年 3月 24 日に 2.4トン、同年 4 月 10日に 1.8トンが水揚げされ

（図 3左）、わずか 2 日間の水揚げ量が平戸市の年間総水揚げ量に匹敵した。体長は 40～52cm

で、44cm にモードがあった（図 3中）。いずれも時化の翌日に入網が確認されており、標本と

して得た 10 尾では、胃内容物重量の 93％をワカメが占めていた。なお、近くの消波構造物では、

2011年以降の冬に、推定約 200～300 尾のノトイスズミ成魚の群れが観察されている（図 3右）。 

 

図 3 定置網に大量入網し軽トラックに積まれたノトイスズミ（左）とその尾又長組成（中） 

および近くの消波構造物に蝟集したノトイスズミ成魚（右） 

 

  

 

図 1 平戸市 7支所における 

イスズミ類の支所別年別水揚げ量 

図 2 平戸市 7支所における 

イスズミ類の年別月別水揚げ量 
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【コラム E2-4】★ブダイの延縄漁法 

和歌山県南部に位置する串本地域ではブダイを専門的に漁獲する延縄漁が行われてい

る。延縄は長さ約 120ｍ、釣針は鯛縄針 10～12 号を使用し、針と針の間隔は約 1.5ｍ、ハ

リスは長さ約 80 ㎝で太さ 10～12 号のテグスを使用している。縄の両端と延縄の途中数カ

所に重りが付いていて、仕掛けが底に沈むように設置する（図 1）。餌にはホンダワラを

使用し、3 ㎝程度に切って数本束ね、細い糸で縛り、釣針に付ける（図 2）。延縄は数本使

用し、設置後、約 90 分程度経過してから漁具を回収する（図 3）。 

 

図 1 ブダイの延縄設置模式図 

 

  

図 2 ブダイ延縄漁 ホンダワラ仕掛   図 3 ブダイ延縄漁による漁獲状況 

 

串本地域におけるブダイは、延縄漁が主要な漁法で、全漁法の約７割を占める（2009～11 年

の平均：和歌山東漁協市場における水揚げ量）。漁は、餌となるホンダワラの入荷状況により左

右され、ホンダワラを束ねて釣針に縛り付ける作業が煩雑なことから、近年敬遠される傾向にあ

るが、一般的には、延縄漁で漁獲されたブダイは刺網漁で漁獲されたものに比べて鮮度が高く、

高値で取引される傾向にある。 

 

 

（和歌山県水産試験場） 
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【コラム E2-5】★インターバルカメラによるブダイ除去効果等の確認 

コラム B-6でも紹介されているように、最近は長時間撮影可能で廉価なインターバルカメラが

販売されており、「食い逃げ」の得意な植食性魚類の魚種の特定や除去効果の確認のために活用

されている。魚を誘引するための餌海藻（カジメ類、ホンダワラ類）を設置し、少し離れた場所

に防水ケースに入れたインターバルカメラを設置して連続撮影を行い、撮影映像から、種類、出

現時刻、採食された海藻を特定する（図 1）。 

  

図 1 インターバルカメラの設置状況と連続撮影で確認されたブダイの採食 

ブダイは直径 50～100ｍ程度の繁殖縄張りを形成することが知られている。大分県佐伯市名護

屋湾の岸沿いに 3台のインターバルカメラを設置したところ、撮影されたブダイの出現コマ数の

割合は中央部で高く（全体の 79％）、そこから約 100ｍ離れた地点で低かった（7％、14％）。

このことから、ブダイの日常の行動圏は直径数百ｍ程度と推察された。ブダイの出現割合は、5

～12時の間で１日の約 70％を占め、13時以降の割合は約 30％と低かった。 

ブダイの除去期間と除去後の出現頻度（出現コマ数／時）の経時変化を図 2 に示した。出現

頻度は、除去終了後の 12 月から 9 月上旬まで 1.0 コマ／時と低かったが、9 月下旬から増加し

はじめて、11月にピークとなり、その後減少した。この増加は主に全長 15～20㎝の小型魚（当

歳）の侵入によるもので、全長 35 ㎝以上の大型魚の出現は僅かであった。小型魚が大型魚まで

成長するのに要する期間を考慮すると、海藻に対する採食量が大きいと考えられる大型ブダイの

除去効果は少なくとも 2年間は持続すると考えられた。 

 

図 2 ブダイの出現頻度の経時変化 

餌海藻 

インターバルカメラ 

 小型ブダイの出現 
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【コラム E2-6】★一般市民参加の釣り教室による植食性魚類の除去活動の取り組み 

日時：2009年 5月 31日（日）8:00～14:00 

場所：神奈川県三浦市三崎港 

参加者数：57名 

講師：東京海洋大学藤田准教授、釣りインストラクター 

 

一般参加者は、「藻場の役割とアイゴ」の勉強会、および「釣りの方法」と「安全管理」など

について指導を受けた後、遊漁船 4 隻に分乗してアイゴをねらった「釣り教室」に参加した。帰

港後に行ったアイゴの料理試食会は好評を博した。これら一連の取り組み（勉強会、釣り教室、

試食会）は、「釣ったアイゴを食べて、藻場を守る」普及啓蒙活動として実施された。 

参加者からのアンケート結果では、藻場の重要性や植食性魚類の食害について新たな認識が得

られたとの感想が寄せられた。また、事前にマスコミ関係者へ周知を行い、当日取材を受けた。

後日、雑誌「釣り情報」、「月刊ダイバー」に記事が掲載され、NHK総合テレビ番組「お元気です

か日本列島」で放送されるなど、広範囲への情報発信となった。 

 

  

  

 

(社)全国豊かな海づくり推進協会(2009）：アイゴを(釣って)食べて，藻場をまもろう,豊かな海，

18，38-42． 
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【コラム E2-7】遊漁によるアイゴ釣果調査の事例 

1999～2000年に水産庁が実施した遊漁者のビク調査によるアイゴ釣果を示す（表 1）。この調

査でアイゴを確認したのは青森県以南の 13 府県であった。青森県を除くと、日本海側では新潟

県以南、太平洋側では静岡県以南であった。 

 

表 1 遊漁によるアイゴ釣果調査結果 

 
 

日本水産資源保護協会(2001)：遊漁実態調査報告書． 

 

 

 

 

 

道府県名 重量（ｋｇ） 1人平均（ｇ）

北海道 厚田 長万部 苫小牧 - -

青森 尻労 易国間 脇野沢村 平内町 小泊 風合瀬 3 0.0

岩手 久慈市 船越湾 唐丹町 綾里 - -

秋田 船川港 野石 - -

山形 山形 - -

福島 沼の内 富熊 - -

千葉 富浦町 天津小湊町 新勝浦市 勝浦 - -

神奈川 横須賀市 東部 茅ヶ崎市 1 0.0

新潟 能生町 寺泊 五十嵐浜 姫津 208 0.3

富山 くろべ 氷見 - -

福井 福井市 敦賀市 - -

静岡 焼津 大井川町 15,343 19.0

愛知 豊浜 日間賀島 256,763 151.5

三重 鈴鹿市 二見町 千賀 小浜 三木浦 630 2.1

京都 舞鶴 栗田 10,018 78.9

和歌山 雑賀崎 大崎 由良町 田辺 13,123 37.4

鳥取 赤碕 - -

島根 西郷 恵曇 浜田市 537 1.2

愛媛 西条 伊予 日振島 - -

高知 高知市 宇佐 手結 深浦 - -

福岡 姫島 野北 福岡市 大島 宇島 60,581 133.1

佐賀 唐津市 呼子町 - -

熊本 津奈木 大矢野町 柄本 630 1.8

宮崎 延岡市 内海 串間市 7,092 33.0

沖縄 名護 糸満 佐敷中城 6,927 23.8

調査対象地
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Ｅ３．フェンス 

 

植食動物から海藻を防御するフェンスにはウニ用と魚用がある。 

【解説】 

１）ウニ用 

ウニフェンスは、ウニの侵入を防御し、藻場を保護したり回復させたりするのに用いる。

設置後は必ず定期的に点検し、ウニの侵入の有無、フェンスの状態や生物の付着状況を確

認し、必要に応じてメンテナンス（網目の補修、浮きの交換、付着生物の掻き落としなど）

を行う。ウニフェンスには、刺網（テグス網）を筒状に巻いた「棒網タイプ」と、一枚網

（ポリエチレン製など）を立たせた「立網タイプ」がある（図 E3-1）。前者は波浪に比較

的強いが、製作に手間がかかり、磯魚やイセエビなどがゴーストフィッシングされやすい。

後者は製作が容易であるが、波浪に弱い。どちらも、浅所では移動・破損しやすい。 

 

  
棒網タイプ 立網タイプ 

図 E3-1 ウニフェンス 

 

ウニフェンスを設置すること

により、対策域と非対策域が明

確に区別できる（図 E3-2）。こ

のため、漁業者が藻場の回復状

況を確認しやすく、その後の対

策のモチベーションが高まる。 

また、ウニの侵入状況も把握

できるため、ウニの密度管理が

やりやすくなる。 

 

図 E3-2 内外で除去効果が明瞭に示されたウニフェンス 
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（１）設置方法 

ウニフェンスは「瀬切り方式」で設置する。この方式は、海岸線と直角に 2 本のフェ

ンスを設置し、内側のウニを除去して藻場を回復させた後、同じフェンスを移設、もし

くは外側に新たに設置して、順次、保護域を拡大させていく方式である（図 E3-3）。ウ

ニの移動や侵入が少ない岸側（浅場）と沖側（砂地）にはフェンスを設置しなくてよい。

海底勾配が緩い場所ではフェンスが長大となり、また、波浪が強い場所はフェンスが破

損するので、適していない。 

 

 

フェンス内のウニ除去 フェンス内にタネまき 藻場再生後、フェンスを移設 

図 E3-3 ウニフェンスの設置方法 

 

（２）留意点 

ウニフェンスは、侵入を完全に阻止できないが、上手く設置すれば大幅に抑制できる。

ただし、珪藻や海藻が付着すると、ウニはフェンスを乗り越えやすくなる。ガンガゼな

どと比べて、キタムラサキウニやシラヒゲウニはフェンスを乗り越えやすい。ウニの侵

入が増加した場合は、再除去が必要である。 

フェンスのチェーンと海底との間に隙間があるとウニが侵入するので、礫などで隙間

をふさぐ。ただし、礫と網地が擦れて穴が開くこともあるので注意する。 

 

２）魚用 

フェンスによる物理的な隔離は、植食性魚類から藻場を守るための最も確実な方法であ

る。海底の一部を網やカゴで囲って植食性魚類の侵入を防ぎ、藻場を保護したり回復させ

たりすることができる。しかし、ウニの場合と異なり、天井網または海底～水面の網が必

要となるため、費用が嵩み、広範囲の藻場を守るのは難しい。また、設置後に付着物除去

等や破損時の補修などのメンテナンスを行わないと魚が侵入する（図 E3-4）。 

フェンスには、仕切網、被覆ネット、および籠付き藻礁がある。これらの設置状況と

特徴を表 E3-1 に示す。いずれも網を使用するが、網の目合（5 ㎝位が多い）は、対象と

する植食性魚類の種類と大きさを考慮して決定する。網への付着物防止には、テフロン樹

脂の塗布も有効である。 
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