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植食動物のi桧去による藻場回復の実践，高知県での試み

田井野清也1*・細木光夫2

Practical Approaches to Restoration of Seaweed Beds by the 

Removal of Herbivores in 五ochiPrefecture 

Seiya T AIN01 * and Mitsuo HOSOGI2 

Abstract 

The urchin barren has increased and maintain巴dalong the coasts of Kochi Prefecture， Japan. In 

these urchin barrens， Anlhocidaris crassispina and Echinometra spp. dominate on b邑drockand bould巴rs.

Algal succession and density of invading sea urchins were studied after removing sea urchins at fiv巴

stations (Kamikawaguchi， Ikenoura， Kutuu， Tei and Sakamoto). 1n 2009， fishermen， students and 

volunteers removed sea urchins by skin and scuba diving at Kutuu. SargassllIl1 dllplicatllll1， S. assimile and S 

tellll!(o!illll1 growing in adjacent areas colonized coralline covered bottoms within a year. Removal of sea 

urchin was the most effective method to regenerate seaw己edbed at Kamikawaguchi， Kutsuu and 

1kenour・a.1n contrast. at Tei and Sakamoto， we also have to reduce the browsing activity of herbivorous 

fishes. Sustainable cooperativεactivities are needed among fishermen， students and volunteers. 

1.はじめに

高知県は東西に約700kmの太平洋に百五した海岸線を有

している。 1976~1977年にかけて災施された高知県沿伴

域における藻場分布部j査によれば，アオサ場275.5ha，

テングムサ場330.9ha，ガラモ場328.8ha，アマモt;¥ij1.6ha，

アラメ t;j，}365.6haが確認されている1)0 20年後 (1997年)

の調査においては，アオサ場，テングサ場，ガラモ場，

アマモ場，アラメ坊がそれぞれ30ha，252ha， 479ha， 

27ha， 244haとなり 2)，アマモ坊とガラモ場以外は減少

したことが報告されている。さらに， 1999年には，段盛

期に180haのカジメ海中林が見られた苦手雨前夜須11可手結

地先において大規模なi後焼けが発生し3..¥)，現tEまで回

復していなし、。

高知県における深場造成の歴史を振り返ると， 1970年

代からカジメEckloniacavaを対象とした事業が中心であ

った 5)。しかしながら，高知県がこれまでに取り組んで

2011年 5月2日受付， 2011:fj'.5月2日受耳f二

きたカジメ対象の深場造成において，現在まで222坊が維

持されている事例はない。さらに，日本各地で従来取り

組まれてきたアラメ・カジメ場造成では，後焼けが発生

している地先において逃成されたアラメ・カジメf坊が10

年以上持続している例は未だ主IIられていない6)。王子附ら7)

は，土佐湾沿岸域の水温上昇が絞ゃいで，カジメ類のよ

うな衰退傾向にある海i菜種合繁茂させようとしても凶賊

であり，沿岸域の植生変化，環境変動の情報を集めて，

変化する環境に適応した対象種と造成手法を選択する必

姿があると指摘している。このような中で，高知県水産

試験場では， 2003:f1ミ治、ら，現在の各地先の環境に適した

iiu:i築稼で憐成される深場の再生へと方向を転換している O

2.高知県におけるウニ除去

高知県では， 2002年から県内 5カ所(黒潮l向上JlI日，

須崎市久通，同市池ノiili，香南TIJ夜須町手紡，室戸市坂

本)に試験区を設けウニ除去による藻坊の回復試験を実

キーワード:磯焼け，ウニ類!徐公，ガラモ;場，ムラサキウニ，ナガウニ属ウニ

Key words : barren ground， sea ur‘chin removal. Sargassllm bed， Antlzocidaris crassisspina， Eclzilloll1etra spp 

1 Kochi Prefectural Fisheries Experimental Station， Haigata 1153-23， Susaki， Kochi， 785-0167， ]apan. (;*i匁IPJLJ水
産試験場 〒785田 0167高知県須崎市irtiノ内灰方1153-23)

2 Ecosystem， 1nc. Takaoka 212-3， Tosa. Kochi， 781-1101， ]apan ((有)エコシステム キ781-1101高知県土佐市高

i品~1I1]甲212-3)

* Tel: 088-856-1175， Fax・088但856-1177，s巴iya_taino@ken4.pref.kochi.lg.jp
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施した8)。それぞれの試験区で除去後の海藻群落の遊移 した。

とウニの侵入状況を調査した。上川口，久通，池ノ ifli地 Fig.4にウニi除去前後での除去区内外の観察箇所

i乏では，ウニ徐去後に海藻群落が拡大し，上JII口では 5 (Fig.2)におけるホンダワラ腐と然節サンゴモ類の被皮

年以上維持されていることを確認した。これら 3地点で の推移を示した。

はウニ除去により海藻の生脊阻害要因が取り i除かれ，磯 除去前の2009年5月球場における無節サンゴモ類の被

焼け域の周辺に残存していた海藻鮮務からの幼!圧供給に 皮は，除去区内のほとんどの観察iI'IirJrで90%に達してい

より藻場が回復したと考えられた。 た。この時には，除去区に隣接するようにツクシモク群

一方，手絡と;坂本では，ウニを除去しても，大型多年 務が認められ，除去前に設澄したスポアバッグに加えて，

主主海言語群落は再生されなかった。これは，局聞に幼肢の

供給源となる海藻群洛が会く無かったことが要因のーっ

と考えられた。さらに，守主主古，坂本r."iJ辺では，移植した

カジメ，ホンダワラ類が短期間に魚類の食害により消失

することから，魚類の摂食に対する対策も必姿と考えら

れfこ。

3. 須崎市久適地先でのサポート制震によるウニ

除去とその成累

土佐湾中央部に佼i註する須崎市久通地先 (Fig.1)に

おいて「岩礁域における大規模磯焼け対策促進卒業j

(水族11")の一環として「サポートi!i!J皮Jを導入し，漁業

者が中心となった磯焼け対策が実施された。 2008;ド9月

に久通;地区機焼け対策部会が設立され，漁港内外の磯焼

け主主において，ウニ除去とスポアバッグの設置を行うこ

とが決定された。

2009年7月には， 3日間で延べ107名の参加者によっ

てウニ除去を尖施し， 2，800m2のウニ除去区 (Fig.1)か

ら約22，000偶体のウニを除去した。 j徐去前には地元漁

業者が漁港周辺に生育しているツクシモクSαrgassllm

assimileとフタエモクS.dllplicafl仰を採集し，試験区内に

スポアバッグを設置した。参加者{土地元漁業者を中心に，

高知大学，高知l海洋高校，市・県紋員，一般市弐のボラ

ンティアであった。地元漁業者は船上と|注仁から参加者

の安全管理，紛上から箱メガネと特製のヤスを使った除

去と索潜り除去を行った。;~:jj:íl海洋高校の生徒l土議長潟、り

除去，高知大学と一般市民のボランティアはスキューパ

潜水で除去を行った。部会役員は磯焼け対策を述営管理

し，磯焼け対策サポート人・市・燥機長がそれを補助し

た。

試験区内に設置した観察筒所 (Fig.2に示した 9箇所)

でのウニ(ムラサキウニAntllOcidariscrassisspinaとナガ

ウニ属ウニEchinometraspp.)の生息密伎の平均値は，

i除去前の2009:Ijo5月には13.1偲体/m2て、あった (Fig.3)。

2009年8月に実施した除去後の逃跡調査では，除去区内

に俊占していたウニの生息密度は2.4似体/m2まで大き

く減少した。 2009年10月には生息、密度は7.1個体/m2ま

で増加したが，2010年2月から 5月にかけては6.0-3.2

倒体/m2と再ひ、減少傾向に転じた。このように徐去後

に急減したウニの生忠治H支は， 10ヶ月以上低い伎を維持

Fig. 1 Map showing a study site (allow head) at 
Kutuu and an urchin-removed area 
(trapezium) near Kutuu fishing port. 

N 
番多

~ìlC2 塁塁C3

Fig. 2 Schema showing observ以ionpoints located 
inside (I to 9) and outside of the removal 
area (C1 to C3) 
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Fig. 3 Changes in density of sea urchin at experi-
mental area in Kutuu， Tosa Bay. Allow head 
indicates removal of sea urchin. Mean with 
SD in nine stations. 
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Fig. 4 Changes in coverage of SU/'g，αSSIII1I and non-

geniculate coralline algae at urchin-removed 

area. Shaded area represents original 

Sal'gαSSIII1I bed. Each circJe indicates the 

coverage of S. okal1lurae (dotted circJεs)， 

S. assil1lile (grey circles) and non剛geniculate

coralline algae (open circles)， respectively. 

Fig. 5 Photographs showing the effect of sea urchin 
r巴moval.Barr巴nrocky bottom before the 
removal of sea urchin in May 2009 (A)， 
SargassulII community recovered after sea 
urchin r巴movalin May 2010 (B)， Expanded 

Sargassum bed in experimental area at Kutuu 
(C). SargasslIl1I bed consist of S. dllplicatlll1l， 
S. assimile and S. tellllifolium. 

これら群務からの幼)注放出が期待できると考えられた。

2009年8月には，ヒメモサズキJ仰iααdhaerens，政務類

会事に海底が夜われ，終節サンゴモ類の被皮が低下した。

調査時には除去区外領Ijの浅所でヒラネジモクS.okamurae 

の生育を確認した。 2009年10刃には除去区内の 6箇所の

観察儀所において被皮 5%未満でホンダワラ類幼体の生

育を確認した。 2010:fF.2月にはホンダワラ類幼体が60%

の被!支で生育する箇所も綴祭され，除去区内の広範閣で

ホンダワラ類幼体の生育が見られるようになった。 2010

年5月には， 2 月に観察されたホンダワラ類は30~40cm

程度まで仰長し，その多くはツクシモクと向定された。

除去区内の観祭箇月Ifではホンダワラ類の被度が 5~60%

となり，ツクシモク群落内にはフタエモクとウスパモク

S. tenll仲lil仰が混生していた。

ここまで述べてきたように，須崎市久通地先に設けた

ウニ除去区では，約2800m2のほぼ全域にガラモ場を形

成させることができた (Fig.5)0 ここではウニの食庄の

低下が小刻海E菜類の繁茂を促がし，小型海藻類の繁茂が

ウニを低察度に維持した。当該海域においても，魚類に

よる食害が認められたが，磯焼け域にガラモi坊を取り戻

すためには，ウニ除去が有効であることを実証できた。

4. 漁業者が主体となる磯焼け対策を目指して

「立Ui正jは， r入手が加わることにより，生後性と生物多

様性がおくなった沿岸海域」と定義されている9)。ウニ

の数を減らすことは人の力でで、き，それにより沿岸域の

採場の再生が可能な地先もあると考えられる。 2004年か

ら会図的に取り組んで、きた機焼け対策の中で，全国各地

の対策事例jをとりまとめた「磯焼け対策ガイドラインJ]0) 

が作成された。さらに，それを参考に f高知県磯焼け対

策指針J11)が2008年3月に作成されている。今後もガ

イドラインや指針を参考にしながら，市町村，地域住民，

ボランティア，高知大学，おまlJ海洋高校会事と述携し，各

地先で取り組み可能なウニ除去の形態(船上除去，主主司i経

りおよびスキューパ潜水除去等)を組み合わせながら，

取り組みを拡大させたいと考えている。 fお礁域におけ

る大規模1幾焼け対策促進事業jの…潔で「サポート制度」

のもと全i翠各地で実践された後焼け対策は，今後の磯焼

け対策の推進に欠くことのできない資重な事例となろう。

高知県においては， 2009年に f環境・生態系保全活動

支援卒業jの一環で漁業者が中心となった機焼け対策が

県内 4i釦好で、実施された。さらに， 2010年4月からは，

これらの絞り組みは県内 8館所に拡がっている。深場の

干写生に向けて，スキューパ潜水および素潜りによるウニ

除去を行う池先もあれば，船上から箱メガネとヤスを使

ってウニ除去をする地先もあり，それぞれの地先の実状

にあった方法で，信義焼け対策が実施されている。本稿で

紹介した須崎市久通地先では，現場でのウニ除去に参加l
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王手段21年61寺1881こE塁弁務さん{議長塁塁塁本
盤該議場〉と幸運京さん{サポート人〉が綴れて、

議員室長雪辺IJ)芸警護IJ)絞i交を議室主してくれた後、緩
からのゥニ暴挙玉主務災について怒し会いをしまし

た。

ボランチィアや芸事浮慈絞認とともにウニ際
乏しt::~暴言号、約 5.llOOm' 1こホン':1ワラ支蓄が
三塁密iこ分布していましたa議室主上かもも議壌

が分掬しているのが議認できますや'"ンずつ
うま護法惨姦喜伝部以下ぬものがほとんどで
すが、$1牛若終っていました。一方で、ウニ

除去をしていない言語怒でi主主義漆げが議室豪棄し
ていました。

Fig. 6 Photographs showing the preparation of meal for lunch and happy lunch time (A)， 
Leaflets of measures against Isoyake become important tools for sharing information 
between participant (B). 

できない女性部が炊きwしで昼食を提供し，昼食時間に

学~!:やボランテイアとの交流を深めている。さらに，部

会が発行する「機焼け対策部会だ、よりJは，部会メンバ

ーと学生・ボランティアが活動の記録や成果を確認する

丞姿な情報誌となり，すでに16サまで発行されている

(Fig.6)。今後，地元の漁業者が主体となった深場環境

の保全i汚霊場がさらに拡大することを期fずしている。
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