
７．２ 岩盤清掃の実施事例（和歌山県田辺市新庄地区） 

１）はじめに 

和歌山県田辺市の新庄地先は、かつては船が満杯になるほどヒジキが収穫できたが、20

年ほど前からヒジキが全く見られなくなった。ここでは、魚類による食害の発生していな

い海域で、ヒジキのほとんど生育していない状態から、近隣の漁協の協力を得ながら収穫

できるほどのヒジキ場を再生させた事例を紹介する。 

 

２）ヒジキの生活史 

ヒジキは冬から春に伸長し、初夏に成熟、

その後、枯れて流失する。しかし、夏場の磯

には、残った仮根の上に新しい幼芽が生えて

いる（図 7-4）。しかし、1年目の生長（着底

した幼胚の生長）は遅く、密度も低いため、

藻体は点在する程度であり、産業的に役立つ

ヒジキ場になるのは 3年目以降である。 

 

３）ヒジキ場再生のための調査 

ヒジキ場再生をはじめる前に、ヒジキの生育条件を明らかにする実験を行った。別の海

域からヒジキの母藻を仮根ごと採取し、仮根部を 10㎝角のブロックに水中ボンドを使って

固定させ、翌日 1㎡に 25株を移植した。その後の観察で、母藻が生育できることを確認し、

さらに、母藻流失後の夏季に周辺の岩盤上に多数の幼体を確認したので、ヒジキ場の再生

に取り組むことにした。 

取り組みにあたっては、他地域から母藻を大量に仮根ごと移植することが難しいため、

スポアバッグで海藻のタネをまくことにした。また、波当たりとの関係や岩盤清掃の効果

を把握するため、4箇所の実験区域を設定し 1年間調査を行った（図 7-5）。 

 

図 7-5 和歌山県田辺市(畠の鼻)のヒジキ造成実験 
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図 7-4 ヒジキの仮根上に形成された幼芽 
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実験からヒジキの発芽密度と流速の

間には密接な関係があること（図 7-6）、

岩盤清掃をするとよく発芽することも

わかったので、①波当たりの強い場所を

選定し、②岩盤清掃を行った後にスポア

バッグを設置することとした。 

 

４）ヒジキ場再生の取り組み 

事前調査から 2年の歳月を費やして当

地先におけるヒジキ場再生の条件を明ら

かにし、2007 年 5 月からヒジキ場の再

生に取り組んだ。 

造成条件に合致する約 100 ㎡を事前

に区割りし、岩盤上のカキ、フジツボ、

ヒバリガイモドキ、ウニを中心に、複雑

な岩盤形状に対応できるように、様々な

道具（ハンマー、小型のツルハシ、スク

レイパー及び高圧洗浄機等）を用意した。

高圧洗浄機はヒバリガイモドキの剥離

には有効である。清掃の基準は特になく、

干潮時間の 2 時間で岩盤清掃を行った。 

母藻は、近傍の漁協に一部を収穫しな

いようにお願いして確保し、約 50 ㎏の

母藻から 40 個のスポアバッグを製作し、

岩盤上に水中ボンドで固定した（図 7-7

上）。 

その後、特に管理は行わず、翌年 5月

には約 100㎏のヒジキを収穫した。7年

経過した現在（図 7-7下）では、毎年概

ね 700 ㎏のヒジキが収穫されているほ

か、母藻も自前で確保できるまでになっ

ている。 
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図 7-6 ヒジキ発芽数と平均流速の関係 

図 7-7 再生されたヒジキ場 
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７．３ 再生藻場の水産涵養効果 

１）磯魚 

大分県佐伯市名護屋地先の再生藻場域と磯焼け域に出現する魚類を比較した。2010 年と

2011 年の 5・9・11 月に、水深 3・6・9ｍにおいて、5 分間静止し、360 度全方位に出現す

る磯魚の種類、おおよその尾数を記録した。ホンベラ、カミナリベラ、ソラスズメダイ、

ホンソメワケベラ、ナガサキスズメなどの出現が多かった。水深別の種類数は、水深が浅

くなるに従い増加し、水深 3ｍで最も多かった。水深 3ｍの平均種類数は再生藻場域で多く

16 種類、磯焼け域で少なく 11 種類であった（図 7-8）。磯焼けが回復して藻場が再生する

と、磯魚の種類数が増加することが確認された。 

 

図 7-8 水深 3ｍで観察された魚類の種類数 

 

２）アワビ類 

大分県佐伯市名護屋地先の磯焼け域にクロアワビとメガイアワビを各 800個体放流して5

ヶ月後に調査を行ったが、1個体も再捕できなかった。磯焼け域には天然クロアワビが僅か

だが棲息しており、アワビの棲み場として全く機能していないわけではないが、放流アワ

ビに対しては、水産涵養効果が低いことが確認された。 

また、小型海藻の生育量が異なる再生藻場に、メガイアワビを放流し、成長を比較した。

放流 1 年後のメガイアワビは、小型海藻の量の違いで成長に明確な差はみられなかった。

また、同じ再生藻場にクロアワビとメガイアワビを放流したところ、1年後、メガイアワビ

に比べて、クロアワビの成長が良かった（図 7-9）。アワビの種類により、放流直後の水産

涵養効果に違いがあることが示唆された。 

 

図 7-9 同一藻場に放流されたアワビの成長率 
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３）イセエビ 

イセエビ漁場は最大で水深 100

ｍに達する。このことが示す通り、

成エビは藻場以外の岩礁帯にも

広く生息する。しかし、浮遊幼生

期を終えて沿岸浅所にポストラ

ーバ（通称プエルルス、ガラスエ

ビとも呼ぶ）として着底し、体長

約 10 ㎝の稚エビに成長するまで

のおよそ 1年間、藻場は保育場と

して不可欠な環境である。着底期

から底生生活初期のイセエビに

とって、海藻は着底場、着底後の

隠れ場や逃避場、索餌場として機能する（図 7-10）。主要な保育場は大型海藻藻場であるが、

伊豆半島など一部の海域では、テングサなどの小型海藻藻場もイセエビ保育場として機能

している。磯焼け帯では稚エビの生息密度は極めて低い。 

大分県の名護屋湾では、磯焼け対策が進んでクロメ場が再生された結果、磯焼けの期間

にはほとんど見られなかった稚エビの生息密度が次第に上昇している（図 7-11）。2014年

には近隣に以前からあるクロメ場での生息密度の約 30％に達したことが確認された。 

図 7-11 名護屋湾の磯焼け対策域における稚エビ密度（観察尾数/時間）と 

クロメ被度（%）の年変化 

（被度は 9月と 11月の潜水観察結果や撮影画像に基づく） 
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図 7-10 イセエビに対する海藻の機能 
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７．４ 一般市民や学生が参加する磯焼け対策 

１）はじめに 

漁村の過疎化や高齢化が進む中で、漁場の維持管理に不足をきたし、従来行われてきた

ような「磯掃除」も途絶えていることが多い。例えば、ウニが増えすぎた場所でウニを除

去したくても人手が不足し、プロダイバーを雇用するにもコスト高で実施できないことが

ある。一方で、海に親しみ、きれいで豊かな海を末永く利用したいと望む一般市民が増え、

ダイビングを楽しむ人が増えている。これらのことから、磯焼け対策を持続的に行うには、

良識と意欲のある一般市民ダイバーに積極的に参加してもらうことも必要である。ただし、

市民ダイバーの参加については、漁業者や沿岸自治体の行政担当の密漁増加への懸念、法

律上の制限（参考資料 2 許可・法律関係）、手続き等の煩雑さ等があって、円滑に進めら

れていない地域もある。 

市民ダイバーの参加は、信頼に足る団体や

漁協が管理・運営する計画的なイベントにお

いて定時・定域で実施させることを基本とし、

無制限に行うものではない。参加者には、活

動支援の体験を通じて海への理解を深めて

もらいながら、漁村の活性化と密漁に対する

監視の強化を期待する。もとより、密漁の取

締りは、当事者やその協力者（雇用、船舶、

ボンベ提供、流通、販売など）に対して厳し

く行われるべきである。 

最近は、環境生態系保全活動、あるいは水産多面的機能発揮対策事業の中で、一般参加

型の保全活動が盛んに行われるようになっている（図 7-12）。 

 

２）一般市民ダイバーが参加する磯焼け対策 

（１）北海道神恵内村 

キタムラサキウニが高密度に分布し藻場が回復しない北海道神恵内村地先において、

一般市民の参加によるウニ除去が実施された。札幌市内の複数のダイビングショップを

通じて募集した 10 名（男性 6 名、女性 4 名）のアマチュアダイバーが参加した。作業

中は安全に配慮し、ダイビングインストラクターが潜水して監視したほか、緊急時の連

絡体制も確立した。ウニ除去は、2005年 9 月 23～24 日に実施し、2日間で合計 1,457kg、

約 3 万 3千個（平均重量：44.3g）を除去した。1人当たり、約 1,600個であった。除去

したウニは、浅場の囲い礁に放流した。作業終了後、参加者にアンケート調査を実施し

た結果、すべての参加者が次回も参加したいと回答されていた。事後調査では，藻場は

回復傾向にあることが明らかになっている。 

 

（２）青森県佐井村 

青森県佐井村では、地元の信頼が厚いダイビングショップが漁業協同組合の了承のも

とに一般市民ダイバーを募集して磯焼け域でウニを除去し、浅所にウニを移植している。

ウニ除去実施までの手続きは、①ショップから佐井村漁協にダイビング要望書を提出、

 
図 7-12 一般市民が参加する磯焼け対策 
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②漁協によるウニ除去の承認・移植場所の決定、③漁業者への周知、④漁協からショッ

プにウニ除去・移植の希望箇所を連絡、⑤市民ダイバーの募集、⑥前日に組合と市民ダ

イバーのミーティングの開催（ウニ除去の目的・方法・効果の確認）である。ダイビン

グはあくまでボランティアで、参加費は一泊二日宿泊代込みの実費 18,000円であるが、

人気は高い。2005年は、応募者 15名、プロのインストラクター3名の計 18名が参加し、

ダイバー1名で約 55㎡の範囲のウニを除去した。除去したウニは水深 1～3ｍの浅所（雑

海藻群落）に移植し、ウニの身入りを改善させてから漁獲されている。移植先での新た

な磯焼けが懸念されるが、管理が徹底した地先ではこれまで問題になっていない。 

 

３）小学生が参加する磯焼け対策 

大分県佐伯市名護屋地区では、地元の小学生が漁業者と一緒にホンダワラ類の母藻投入

を行っている。母藻投入には生分解性の布地のスポアバッグ（開放型）を用い、子供たち

が母藻を取り付け、磯焼け海域に母藻を投入している（図 7-13）。また、翌年には活動の

効果を子供たちに報告し、藻場の大切さを理解させている。 

  
図 7-13 小学生が参加する磯焼け対策（母藻の投入） 

 

４）水産高校の生徒が参加する磯焼け対策 

鹿児島県肝付町にある高山藻場保全会

（高山漁業協同組合内）では、2006 年か

ら素潜りでウニの除去を行ってきたが、

素潜りでは限界があったので、2008 年か

ら鹿児島水産高校の学生に協力をしても

らい、ウニの除去を行っている（図 7-14）。 

水産高校の学生は 2 年生からスキュー

バ潜水の技術を習得しており、以前から

指宿漁協や鹿児島県水産技術開発センタ

ーなどと藻場の保全活動に取り組んでい

たおかげで、ウニを効率よく除去することができた。また、学生との交流は、後継者の育

成にもつながることが期待されている。 

 
図 7-14 水産高校が参加する磯焼け対策 

- 173 -



【コラム 7-1】★一般市民や学生の磯焼けの認知度 

地球温暖化や気候変動による自然環境の破壊について、森林破壊やサンゴの白化はよく知ら

れているが、磯焼けはどのくらい知られているだろうか。2011 年から 2014 年までの 4 年間、

磯焼けの現状を情報発信するため、東京海洋大学の海の日のイベントを活用して来場者にアン

ケート調査を実施した。アンケート数は 661人（有効回答数 n=657）である。 

アンケートの結果は図１に示すとおりで、磯焼けの認知度は決して高いものではなかった。 

磯焼けの認知度が低い理由として、磯焼けそのものがわかりにくいと言う点にある。藻場を

見たことも接したこともない人が多く、身近でないことから、藻場を保全するメリット、ある

いは磯焼け対策の取組みもわかりにくいからと思われる。ただし、イベントを通じて、磯焼け

の現状や対策の取り組みについて説明すると、多くの方から好意的な意見が寄せられる。この

ことから、磯焼け問題を認知させて行くには、藻場とその生態系の特徴を理解してもらえるよ

うな情報発信の継続、取り組み成果の「見える化」などが必要ではないだろうか。 

 

 
図 1 磯焼けの認知度アンケート 

 

 

 
 

29%

71%

知ってる 知らない

- 174 -






