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周囲  ３．９ｋｍ 人口  約５００人 
漁業と海洋レジャーの島・柏島 

四国西南端の柏島 

国内屈指のダイビングポイント 



 〜生物多様性の宝庫 柏島〜 
 

 柏島は、透明度が高い暖流黒潮
と、宿毛湾の富栄養な海水とが混
じり合うことにより、多くの恵みをも
たらしています。 
 
 柏島の財産は、透明度30mにも

達する澄んだ海と、温帯産・亜熱
帯産が混在する多様な生きものた
ちです。周辺海域にはサンゴや藻
場が広がり、魚類は、新種・日本
初記録種を含め1,000種以上が確

認されており、これは沖縄や小笠
原をしのぎ国内最多です。 
                                                                                                                             

 さらに島の最大の魅力は、その
豊かさが人の暮らしのすぐそばに
残されていることです。 
 
 黒潮実感センターでは50年、100

年先も人と海とがともに豊かであ
るために、柏島周辺の海を「里海」
と捉え、人と海との共存のモデル
をここで実現したいと考えています。 

Treasury of biodiversity    ・・・Kashiwajima･･･ 



4 豊穣の海 柏島 



柏島 

人が海からの豊かな恵みを享受する 

だけでなく、人も海を耕し育み守る 



持続可能な

里海 

・住民の物産販売「里海市」への参加 

・自然とくらしを守るルール作り    
（柏島里海憲章） 

実感 
する 

１ 自然を 取り組み 

 

 
活 
かす 

２ 自然を くらし作り 

・豊かな漁場づくりのお手伝い 

・海洋生物の調査研究（大学等との共同研究） 

・里海セミナーの実施（高知大学にて柏島学開講等） 

・海の環境学習会や体験実感学習、エコツアーの開催 

・島内外への情報発信 

 

・サンゴや藻場のモニタリングや保全活動 

・アオリイカの人工産卵床設置 
・藻場再生 
（海の中の森づくり） 

守 
る 

３ 自然とくらしを 取り組み 

・ダイビングと漁業が共存
するための調整 

自然環境＋人々のくらし 

島全体を丸ごと博物館に 

・災害リスクマネジメント    
（南海トラフ巨大地震への備え） 



島が丸ごとミュージアム 

500m 

サンゴ群集 

サメ観察 

養殖体験 

シュノーケリング 
クリアカヌー 

磯観察 

釣り体験 

スキューバダイビング 

ウミガメ観察 

奇岩巡り 

黒潮実感センター 

野生動植物観察 

島内探索 

トンボ池 

遊歩道探索 

ナイトサファリ 

島を楽しむ 



アクティビティ 
島を楽しむ 
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産業構造の変化 

一本釣り、宝石サンゴ漁、定置網（獲る漁業） 

     資源の枯渇・漁価低迷 

    モジャコ漁（ブリの幼魚）、ハマチ・マダイ・マグロ養殖                

            海洋汚染・漁価低迷       （育てる漁業） 

           磯渡し、船釣り、遊漁、（宿泊業）  

                    （海洋レジャー・釣らせる漁業）    

               スキューバダイビング・ （宿泊業） 

                   （海洋レジャー・観光漁業） 
 

「漁業の島から海洋レジャーの島へ」 

所得格差   
漁業＞海洋レジャー    漁業＜海洋レジャー 
漁場共有化に伴うトラブル 
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フリソデエビ 

ピグミーシーホース 

稀少種に集中するダイビング 

サンゴへのアンカーリング 

オーバーユースやダイビング圧に伴う環境悪化 

漁場とのバッティング 
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対応策 

1. 共存のためのルールづくり  

  ダイビング事業組合の設立（組織対組織での話し合い）   

  漁業区域と潜水区域を分ける 

  サンゴ保全のためのアンカーリング禁止（係留ブイ設置） 

  潜水時間および特定魚種の漁期の潜水禁止 

  環境保全協力金 

2. レジャー客と地元住民（漁民）との交流促進 
  柏島里海市の開催（島おこしの会）     

  観光イカ釣り 

3. 漁業者とダイビング業者との協働作業 
  海の中の森づくり（アオリイカ増殖事業） 

課題解決に向けて 

漁業とダイビング業との関係悪化 



12 限られたポイントに集中するダイビングボート 
             （平成11年当時） 

「スキューバダイビングと漁業との共存をめざして」 

アオリイカの漁獲の減少 

 

 

ダイバーが潜るからだ！（漁業者） 

ダイバーを追い出せ！ 

本当にそれで解決するの？ 

 

 

漁業者とダイバーが協力して 

アオリイカを増やそう！ 



藻場を形成するホンダワラ類（大型海藻）
稚魚の保育場やイカの産卵場所になって
います。 

海藻が生えない状況が長期化する（磯焼け）と、 
生き物たちが住めない寂しい海になります。 

無節石灰藻に覆われて 
白っぽくなった石 
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海の中の森づくり  
～間伐材を使ったアオリイカの人工産卵床設置事業～ 

間伐を促進して豊かな森を作る 

アオリイカの人工産卵床作り 
海に投入する 



ダイバーが海底に固定 



16 海の中に現れた人工の森 





メスは卵の房（1房に7〜8個の卵）を一房ずつ 

ヒノキの枝葉の奥の方に産卵する 

（左がメス、右の大きな方がオス） 
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枝一杯に産み付けられたアオリイカの卵嚢 
（1房に7〜8個の卵） 
これ1本で約10万個の卵 



広域連携による海の中の森づくり 

三原小 

橋上小 

大月小 

一切小 

大島小 

津野川小 

沖の島小中 

柏島小 

竜串地区 

宿毛
市 三原

村 

大月
町 

四万十市 

土佐清水市 

宿毛湾 



つながりの輪を広げるアオリイカの里親プロジェクト 

産卵床を購入する メッセージプレートに記入 

ダイバーが海底に産卵床を設置 

アオリイカが卵を産みに集まってくる 
鈴なりの卵 

漁師さんが釣ったアオリ
イカと海中写真をお届け 

柏島の海にイカが増える！ 



林業関係者 

漁業者 ダイビング業者 

子ども 

森 

海 

川 

ダイバーが潜るからアオリイカ
が獲れない！ 

漁業者とダイバーとのコンフリ
クトが発生（2000年頃） 
 
 

漁業者とダイバーが協力して
アオリイカの資源を増やそう
（2001年〜） 
 

地元の子ども達の「森川海の
つながり学習」の一環として林
業関係者も協力（2003年〜） 
 
 

漁業者・ダイバー・林業関係
者・行政が協力して豊かな海
づくりのために、みんなで協力
して「海の中の森（アオリイカの
人工産卵床）」を作ろう 
（2003年〜） 
 
活動の広域化（高知県西部5市

町村 大月町・宿毛市・四万十
市・土佐清水市・三原村） 
（2004年〜） 
 

地元の課題解決だけで無く広く
全国の市民にも関心を持って
もらうために「アオリイカの里親
制度」を始める（2013年〜） 

14年間の取り組み 

森川海 と 様 々 な 主 体 を つ な ぐ  
海の中の 森 づ く り  

間伐材を使ったアオリイカの人工産卵床設置事業 



増えすぎたウニ類を駆除し、生息密度を 

 コントロールして捕食圧を下げる 
ホンダワラ類（母藻）の移植 

海の中の森（藻場）を形成する 
ホンダワラ類（大型海藻） 

磯焼けした海底には 
藻食性のウニが一杯 再生しつつある藻場 

+ 

海の中の森づくり 
   〜藻場再生〜 



サンゴの健康診断 リーフチェックの実施 

• 水深3mと10mの2カ所で定点観察 
• 底質調査（サンゴの被度・病気の有無） 
• 魚類相調査（サンゴに依存している魚類） 
• 無脊椎動物相調査（エビ、カニ、ナマコ、貝類） 

リーフチェックとは... 

科学者とボランティアのダイバーに
よる世界のサンゴ礁の健全度を測る
ためのモニタリング調査。 

世界共通の方法で実施され、カリ
フォルニア大学のリーフチェック本部
にデータを送り、地球規模でのサン
ゴの動態を把握することができる。 



サンゴ食巻き貝の駆除 

台風の影響で砕けたサンゴ もともとサンゴが付いていた岩の表
面をワイヤーブラシで掃除して 

割れたサンゴの破片の裏に水中ボン
ドを付け岩に貼り付ける 

1〜3ヶ月経つと自らの力で岩に
活着（張り付く）する 

海の中の“森”づくり 
～サンゴの保全活動～ 

オニヒトデの駆除 
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持続可能な
里海 

実感 

する 

 

 活かす 守る 

地域経済
活性化 

質の高いガ
イダンス 

ルール作り × 
循環する仕組み作り 

既存の産業（漁業）と 
新産業（海洋レジャー） 
との共存 

受け入れ体制を整える 

自然環境が維持されて 
いることをアピール 

資源を目減りさせない 
仕組み作り 

そこに住んでる人も 
訪れる人も共に 

気持ちの良い環境作り 

モニタリング 


