
  
  ウニ食害対策に係わる技術と課題

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 南里,海児
発行元 日本水産工学会
巻/号 51巻3号
掲載ページ p. 213-219
発行年月 2015年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工学 Fisheries Engineering 
Vol. 51 No.3. pp.213-219. 2015 

[報文]

213 

ウニ食害対策に係わる技術と課題

南里海児*

Technologies and Problems for Control of Sea Urchin Population 

Kaiji NANRI* 

Abstract 

After the Isoyake Taisaku guideline was published. sea urchin removal has been carried out in various 

places ever. In this article. 1 reported出eeffective r巴movalmethod and problem of the sea urchin from 

those examples. Sea urchin removal is most e旺'ectiveat barren ground measures. The author explained 
important point of sea urchin removal and also introduced a sea urchin fence and some tool for sea urchin 

removal. In order to seaweed restoration. it is important to maintain a low density of sea urchin. 

1.諸 言=
Eヨ

磯焼けが発生し，それが継続する要因には諸説あるが，

多くの水域では植食性動物であるウニや魚による食害が

主要な要因の 1つとなっている。

磯焼け対策ガイドライン発行後，それを参考として全

国の磯焼け域において植食性動物の対策が行われてきた。

本報告では各地で行われているウニ除去の事例の中から，

ウニの効率的な除去方法や新たに出てきた課題について

紹介する (Photo1)。

2.除去の対象となるウニ類

磯焼け実態把握アンケート調査によると，藻場を衰退

させるウニとして，キタムラサキウニ，エゾデバフンウニ，

ムラサキウニ，バフンウニ，ガンガゼ，タワシウニ，ナ

ガウニが挙げられた1)。これらは水産有用種も含まれる

が，磯焼け水域に生息するウニは身入りが悪いため漁獲

対象となることは少ない。

3.食害対策手法

磯焼け対策ガイドラインには「ウニの食害に対する除

去・緩和手法の選択」として，除去，分散，防御が紹介

2014年9月20日受付. 2014年12月5日受理

されている。

除去には「潜水除去j. i船上採取j. iカゴ漁業j. i機

械除去」などがあるが2).いずれも，ウニの生息密度を

下げることで¥食圧を下げるものである。藻場を維持で

きるウニ密度は，磯焼けガイドラインでは 5-10個体/

m2以下1)と示されている。著者の経験では北部九州では

ムラサキウニは 5個体1m2以下が良いと感じる。また，

宮崎県では被度20%以上の藻場が形成されるためのウニ

類密度の上限は，ムラサキウニで3.3個体1m2とあり 3)• 

長崎県における磯焼け対策ガイドラインでは植食性動物

の生息密度が200g/m2以上になると食害強度が大になる

としている4)。様々な表記や基準が存在するが，ウニ密

度の適正値は，その水域における磯焼けの進行具合や生

育していた海藻などによって異なり，対策を行う場所ご

とに模索する必要がある。

分散は，天然海藻に対するウニの摂食圧を緩和するた

め，周辺の離れた窪みなどに投餌してウニの分布を制御

する考え方である。しかし大量の餌料を継続的に与え

なければならず，実施には課題が残る手法2)であるとさ

れている。

防御はウニの侵入を防ぐことや，摂食活動を妨げるこ

とを行うものであり. i物理フェンスj. i化学的防御j.

キーワード:磯焼け，ウニ除去，ウニフェンス，ウニ密度，藻場回復

Key words : barren ground (Isoyake). sea urchin removal. sea urchin fence. sea urchin density. restoration 
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Photo 1 Undersea landscape of barr巴nground by 
overgrazing of sea urchin. 

「流動促進J， i中層ロープJ.i基質の工夫」などがある2)0 

詳細は後述するが，この中では 「物理フェンス」が最も

容易な方法であり ，継続が可能であり ，その効果も期待

できる。化学的防御は環境に与える影響が懸念される手

法であり，他の方法は小規模で実験的な段階に止まって

いる手法であって実用的な成果はあまり硲認されていな

し、。

4.対策手法の現状と留意点

ウニ除去の手法として様々な方法があるが，現状では

ウニを海中で、潰す方法と，船上に回収する方法の 2種類

が最も効率的であると考えられ，実際に数万個単位での

除去成果が全国から報告されている。

海中で潰す方法は，潜水してウニ鈎やハンマーを用い

て潰す方法が効率的である。石の表面にいるウニは，そ

のままハンマーで演すが，石の隙聞にいるウニは，ウニ

鈎で掻き出してからハンマーで演す (photo2)。なお，

l回の潜水作業で何百個ものウニを潰すことも珍しくな

いため，ハンマーを握る手のひらを痛めることが多い。

そこで，ハンマーの持ち手の部分にゴムシートを巻くな

どして手を保護する工夫が望まれる (Photo3)。また，

対象がガンガゼ類の場合には，車車が長くて刺さりやすく

折れやすいため，長めのウニ鈎を用いるなど安全面を考

慮するとよい (Photo3，4)。潰し方は，特にガンガゼ類

では，殻に小さい穴を穿つのみでは 6割ほどの個体が回

復して生残するため，完全に演すか半分に割るなど，大

きく破壊することが必要である5)。その他，作業を2日

以上行う場合，連日の作業では潰したものか否か見分け

がつきにくいこともあるため. 2~3 日の間隔をあけて

作業を行うと効率的である。他の手法についても同様だ

が，今後の対策を検討するための資料として，潰したウ

ニの数を言十数し，記録しておくことが重要である。

一方，船上に回収する方法は，潜水して回収する方法

と，船上から箱メガネを覗きながらタモ網や挟み棒など

Photo 2 Sea urchin removal which is crushed with 
a hammer. 

Photo 3 Tool to crush sea urchin in the sea， sea 
urchin hook and hammer. 

を使って回収する方法が主流である。潜水によって回収

する際は，手タモとウニ鈎を用いて海中で手タモにウニ

を集め，ある程度集めたら船上や海面に浮かせていた回

収網に収容すると効率的である。手タモはウニの糠が網

地に絡み扱いにくいため，網の部分が金属製かプラスチ

ック製のカゴ状のものが適している (Photo5)。

次に，船上から箱メガネを覗きながら海中のウニを回

収する方法は，静穏かつ透明度が良好な海域で行うのに

適しているが，作業には熟練した技術が必要で、あり ，限

られた人のみが可能な作業であろう。これらの船上に回

収する方法は取り残しを目視で確認しやすいので，連日

の除去作業が可能となる。除去量については，回収物の

重さで記録することが多い。

船上に回収したウニは他の水域に移植，または陸揚げ
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Tool to break Oiadema effectively. Tool to break sea urchin effectively 

Photo 4 Sea urchin removal devised by fishermen. 

Photo 5 Sea urchin removal coUected with a landing Photo 6 Sea bottom covered by soft corals. removing 
net. sea urchin thoroughly7). 

して処理する必要がある。キタムラサキウニ，エゾパフ 慮する必要がある。ウニ除去の時期は，生育させたい海

ンウニ，ムラサキウニなどの水産有用種は，他の場所に 藻の成熟時期に合わせることが望ましい。しかし海象，

移植をすることが多いが，それによ って移植先の海藻が 漁の繁忙期，その他の行事など様々な制約がある場合は，

減少したという報告やウニの身入りが減少したという報 事故を起こさないことを優先し作業を行いやすい時期

告6)もある。これらは移植先のウニ密度が適正値を超えた に実施したい。

ことを示しており，安易な移植には留意する必要がある。 一方， 基質ごと削るように摂食するウニは，海藻のみ

陸揚げして処理する場合は，土壌改良剤として用いる ではなく付着動物の着生も妨げているため，ウニ除去は

取り組みがあるが，水分を抜くために陸上で仮置きする 付着動物の着生を促すことにもなる。ウニ除去後に基質

必要があり ，悪臭の問題などから一般に普及していると がヒバリガイモドキなどの貝類やウミトサカ類などの付

は言い難い。活用するための研究開発が進行中であり， 着性の動物で覆われてしまい，海藻の着生が阻害された

現状では廃棄されることが多い。 という 事例も報告されている7)(Photo 6)。このような

その他，ウニ除去を行う際には，除去を行う時期，ウ 水域では，海藻の成熟時期に合わせて除去を行うだけで

ニ密度の管理，海藻のタネの供給方法などについて，考 はな く，岩の表面に生息しているウニは除去するが，岩
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in diameter 
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Styrofoam that was compressed 

Plastic band to faste円 20cmlength 

U円ityinterval of every other chain 

(Abcut 10cm interval) 

The sandbag bag which sand was in 

(Fixed in the middle and bcth ends) 

Fig. 1 Material and how to make a sea urchin fence. 

Make the sea urchin fence Set up the sea urchin fence 

Photo 7 Sea urchin fence. 
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Fence obstruction 

Sea urchin-removed area will 

gradually expand every year 

輔佐

輔島

遡隆
務

羽島
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羽島

綱島
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司監 barrenground 

羽白色
組島

羽島
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タャ.• .グトイ:::::::::号入必C:;;;::;777

Fig. 2 Sea urchin fence for separating th巴 unremovedarea and the sea urchin removed area. 
That fence has been installed from the sandy bottom to the intertidal area. 

の下に隠れているウニは意図的に残すという事を行い，

藻場を回復させている。それぞれの地域において継続し

た詳細な観察を行い，地域ごとに適した方法を見出すこ

とは非常に重要で、ある。

また，広範囲にわたり磯焼けの様相を呈している場合

には，海藻のタネ (生殖細胞)が供給されていない可能

性も示唆される。そのような水域では，その水域に適し

た種を選定し適正な時期に母藻設置をするなどして，

積極的にタネを供給する必要がある。

防御については，I物理フェンス」の手法の 1つであ

るウニフェンスが普及している。なお，ウニフェンスの

改良型であるウニハードル (宮崎県水試荒武氏考案)も，

環境・生態系保全活動ハンドブックではウニフェンスと

して紹介されている針。開発当初から様今な改良がおこ

なわれており ，現在では安価で簡単に作られるようにな

ったこと， 1枚網のため，潜水作業を行うものが絡まる

危険性が少ないこと，ゴーストフィッシングが少ないこ

ともあって普及している。ウニフェンスの資材の金額は，

使用するチェーンの太さによるが，平均的には1，250円/

mであり ，製作時間は，仕上がりの長さが200mの場合，

10人の作業員が作成し 4時間程である。また，設置時間

は， 200mのウニフェンスであれば船上作業員 4人と潜

水作業員2人で作業を行い， 1時間程で設置することが

可能である (Fig.1) (Photo 7)。

ウニフェンスは，ウニの侵入を完全には防ぐことはで

きないが，侵入を遅らせる事ができる。そのため， 一度

ウニフェンス内のウニ密度を低くした後は，ウニフェン

スの縁に沿って重点的に除去すると，低いウニ密度を維

持することができる。さらに，ウニフェンスを設置する

とウニを除去する範囲が明確になるため，作業者が除去

範囲を確認しやすく，集中的に作業ができるため，除去

の成果が確認しやすいという利点がある。ウニフェンス

の設置方法としては，ウニ除去区の周囲を囲む方法や，

「瀬切り方式」と呼ばれる地形を生かした設置方法があ

る9)。後者は，ウニの移動が少ない砂地や浅場はウニフ

ェンスを設置しない方法である。沖側が砂地で，磯の岸

沖方向の隔が100m未満の水域などでは，岸際から沖側

の砂地までウニフェンスを 2本平行に設置するだけで，

その間がウニ除去区となる。この方法では，短いウニフ

ェンスであっても，効率的に除去範囲を設定することが
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可能となる。また，ウニフェンス内のウニ密度が下がか

藻場が形成された場合は，ウニフェンスを移動させるこ

とで，除去範囲を拡げるとともに藻場を拡げていくこと

もできる9)川 )0 (Fig.2)なお，付着生物の着生によっ

て網地が重くなり，網が沈み込むことや波浪による破網

は避けられないので，定期的なメンテナンスが必要であ

り. 1-3年に l回は網地の交換が必要となる。

これまでウニ除去について述べたが，ウニ密度が低く

維持できているか確認するため，また，海藻の生育状況

や回復状況を把握するためにも，定期的にモニタリング

調査を実施しその成否の理由を学習してフィードパッ

クし，次の活動に反映させることが必要である2)。

5.問題点と課題

1) 漁業者の高齢化などで潜水作業が困難

潜水作業は効率的であるが，漁業者の高齢化などによ

ってウニ除去の作業が行えない地域も多い。そのような

場合， 管理体制を明確にしたうえで，地元の水産高校な

どに環境学習の一環としてウニ除去作業を依頼する方法

や，大学のダイビングサークルや一般ダイパーにボラン

ティアとして依頼することも一案である。海中の情報が

伝わるなど，密漁へとつながる恐れも懸念されるが，福

岡県，長崎県，鹿児島県，高知県，北海道などでは，水

産高校や一般ダイパーにウニ除去を依頼した事例による

と順調に作業が行われたとのことであった (Photo8)。

ただしこれらの活動を行う際には，安全管理の強化

は勿論のこと，作業に着手する際の手続きとして， 実施

地区の共同漁業権を有する漁業協同組合の総会または関

係地区ごとの部会などで事前に了承を得た方が良い。ま

た，各県の漁業調整規則の担当部局及び海上保安署に説

明をしておくべきであり，さらに特別採捕許可が必要で

あるかどうかなどの確認も必要である2)。

2) 磯焼け海域へのウ二の放流

ウニの蛸集による磯焼けが問題になる一方で，ウニの

種苗生産や放流が各地で盛んに行われている。種苗生産

や放流に用いられる種としては，寒冷な水j或に生息する

エゾパフンウニやキタムラサキウニが卓越して多くを占

めており 11)北日本で盛んである。北海道や岩手県な

どでは，磯焼け域で回収したウニを，肥育のために浅場

に残存している貴重な藻場へ移植する事例が後を絶たな

い12)という 。また，北部九州においても，磯焼けやそ

れに近い状態の水域であるにもかかわらず，アカウニの

放流が行われる事例をしばしば確認してきた。本来は商

品価値が高いアカウニであるが，餌となる海藻がないた

めに，身入りが悪く i魚、獲対象とならないままに放置さ

れ，磯焼けを継続させる要因となっている。海藻の生育

量と樋食性動物の生息量のバランスを考慮し，適正なウ

ニ密度を探るとともに，まずは海藻を繁茂させることを

優先するべきである。

3) ウ二除去範囲の明確化で早期の成功事例を

除去範囲を明確にせず広い範囲でウニ除去作業を行っ

た場合，ウニ密度はなかなか低下しないため，思うよう

な成果が表れにくいという事例がみられる。まずは狭い

範囲でも構わないので，集中的に作業を行い，効果を明

確にすることが必要である。

磯焼け対策はどのような作業を行うにしても，地元の

漁業者が主体となり進められていく 。したがって，漁業

者の深場を回復させたいという意識を高めることで積極

的な活動が行われ，成功につながるものと考える。その

ためには，成功事例を早期に示し，藻場の回復を実感し

Photo 8 Sea urchin removal by the fisheries high school students. 
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てもらう事が最も重要である。

4) 商品価値がないウニの利用方法の開発

長崎県の五島地方や熊本県の天草地方では，ガンガゼ

類を味噌や醤油で漬けた食品が，鹿児島県ではムラサキ

ウニの殻を利用した石鹸が開発され，それぞれ販売され

ている。また，一般には商品価値がないガンガゼ類も釣

り餌としては需要が高く，比較的良く流通している。こ

のような利用状況を参考にし資源として有効に利用さ

れていくように商品開発が行われていくことが期待され

る。

5) 植食性魚類の影響

九州北岸から関東南部にかけて，ウニの食害に加えて

植食性魚類の食害を受けている1)。これらの地域では，

魚類も対象とした複合的な食害対策を行う事が求められ

るが，現時点では植食性魚類に関する決定的な除去方法

が確立できていない状況である。しかし，そのような場

所であっても，ウニの密度を低く保つことで，珪藻の着

生が多くなり，小型海藻が現れ，ホンダワラ類による春

藻場が形成される状態までには回復した事例がある10)。

春藻場であるため季節限定の藻場ではあるが，磯焼けの

状態であったころに比べれば，生産力は格段に向上して

いるはずである。したがって，植食性魚類の影響がある

海域でもあきらめずにウニ除去に努力することが望まし

u、。
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