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あなたも私達といっしょに活動しませんか？
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１．山・川・森・海・人の健康を取り戻そう！
２．海の森づくり運動を全国に、全世界に広げよう！
３．“海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！

海の森づくり
運動の３つの
スローガン

※会の趣旨にご賛同いただける方は、以下をご参照の上是非ご入会下さい。

会の活動を賛助し、イベント案内や会の
活動報告を受けます。

＊入会を希望される方は、下記申込書にご記入の上、Faxにてご連絡ください。
ただし、年会費から1口を除いた部分は寄付として扱わせていただきます。
NW会員以外の会員の変更に際しては入会金は免除されます。
2年以上会費が未納の場合、
自働的にい会員資格は失効します。
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日時：2017年（平成29年）６月３日
（土）9時30〜19時
場所；日本大学理工学部1号館121室（東京都千代田区神田駿河台1-8）

◆はじめに （開会の辞：趣旨説明）

【目

おはようございます。今日は全国からの参加者からなる当NPOの第16回目のシンポジウム当日です。
前回は海藻によるカーボンオフセットとソシアルファンドによる海の森づくりに焦点を当て、地球温暖化
対策への準備をしてきました。地球温暖化の影響はここ数年続き、海藻やサンゴは大きな被害を被って
います。
このような中で、海の森づくりと深く関わる海藻やサンゴへの影響を明示し、今後期待される陸上
養殖ビジネスの可能性を追求したいと存じます。
他方、
これまで、海藻の養殖の可能性は歴然としてきましたが、市場経済下では、
その生産物の経済
価値が非常に低く、独立採算が取れないところに問題がありました。
さらに、公害的側面を持つ地球温暖化
に対する責任不在状態が続いてきましたが、UNEP（国連環境計画）は2009年に森林など陸で固定される
炭素（グリーンカーボン）に対し、沿岸域で固定される炭素を「ブルーカーボン」
と新たに称し、その重要性
をアピ―ルしました。
2016年の「パリ協定」
では、
「今世紀後半に温室効果ガスの実質・排出ゼロを目指す。
」
ことを目標にし、
それに対して、
日本の中期目標は「2030年までに、温室効果ガスを26％削減（2013年比）
する。
」
でした。
その中で、家庭（39.4％削減）
、業務（39.7％削減）
、運輸（27.4％削減）
、省エネが進んでいる製造業や
工場等産業部門（6.6％削減）が日本の公約となりました。
このような国際的動向の中で、日本に対する期待
は増え続け、
「海の森づくり」に直結する日本の特徴である
「ブルーカーボン」の活用なくしては実行が難しい
と考えられます。国民が一致団結して取り組まなければならないのではないでしょうか？
今回は、
その準備に相応しいスピーカーにお願いすることが出来ました。
この機会を大いに活用して
いただきたいと存じます。
では、海の森づくり第16回シンポジウムを開催いたします。

9 ：00
9 ：30
9 ：35

受 付
開会式
開会の辞

次】
（猪口茂樹

Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響
9： 45

一般社団法人国際海洋科学技術協会 専務理事）
松田 恵明 （海の森づくり推進協会代表
鹿児島大学名誉教授）
（司会：堀田 健治 日本大学名誉教授）

10 ： 15

地球温暖化による海藻植生の変化
CO2による海水の酸性化と藻類への影響

10 ： 45
11 ： 15

地球温暖化によるサンゴ礁生物の影響
”海藻の養殖”と”ふるさと納税”

大野 正夫（高知大学名誉教授）
杉江 恒二（海洋研究開発機構）
木村 匡（（財）自然環境研究センター）
岩井 克巳（日東産業株式会社）
松田 恵明（海の森づくり推進協会）

11 ： 45

質疑応答

12 ： 15

昼

食 〈総

会〉

Ⅱ. 地域おこし、海面養殖に代わる陸上養殖の未来

（司会：廣海 十朗 日本大学教授）

13 ： 30
14 ： 00
14 ： 30
15 ： 00

陸上養殖水槽システム
斉藤 浩（有限会社ユア代表）
食用海藻産業に求められる陸上養殖生産
佐藤 陽一（理研食品）
環境保全型複合エコ養殖のすすめ
門脇 秀策（鹿児島大学名誉教授）
混合養殖：タイでシヲグサを餌としたエビの成長と餌の軽減事例
筒井 功（国際農業開発研究センター）

15 ： 30

休

息

Ⅲ. 総合討論
15 : 40
16 ： 40
16 ： 50

（司会：廣 海十朗 日本大学教授）
登壇者全員
まとめ
閉会の辞

☆フリーコミュニケーション（懇親会）
17 ： 00 〜 19 ： 00
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（Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響・講演１）
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（Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響・講演１ つづき）

地球温暖化による海藻植生の変化
高知大学名誉教授

大野

正夫

米国のカルフォルニア沿岸では、1982〜84年と1997〜98年にニエニーヨ
（高水温化）が発生して
ジャイアントケルプが減少した。
日本では、伊豆のテングサの100年間あまりの収穫量の増減が、約12
年周期で起きており黒潮の蛇行が沿岸に接近した年にテングサの収穫量が減少していると記録されて
いる。上記の2例とも海水温が周期的に変動して海藻の生育の変動を与えている。明治時代以来、海藻
の生育が悪くなった状態を磯焼けと呼び、磯焼けは海水温の周期的変動であるので、回復するもので
あると考えられていた。

オゴノリ類は、チリの天然産オゴノリの減産を中国の養殖オゴノリが10年あまりの増産により安定
した原料となっている。
カラギナンの原料は、
フィリピンの養殖キリンサイが高温障害で3分の１に減産したが、
インドネシア
がキリンサイ養殖場を開拓して生産量が3倍に増大して、
カラギナン原料不足の危機を脱した。海藻を
原料としている海藻粘質多糖類の生産は、温暖化の天然産の減産を養殖によって補って、現在は安定
して原料確保をしているのは興味深い。

日本沿岸の植生変化
しかし、
日本の太平洋沿岸は、1980年代以降、海水温の変動の周期性は、はっきりしなくなり、特に
1997〜1999年は、太平洋沿岸は夏季に例年以上に高水温が続き、大型海藻の生育が悪くなり、特に
カジメ類の回復が見られない状態となり、磯焼け状態が20年続き、その後、サンゴ群集が拡大するよう
になった
（田中、2017）。
詳しい海水温変動と海藻植生調査が行われている土佐湾での報告によると、40年間の年平均海水温
は、1.2℃の上昇が続き、12年周期の変動が認められなくなっており、温暖化の傾向がはっきりと認めら
れた。1970年代以前は、土佐湾沿岸のホンダワラ植生の特徴として、低潮線付近はヒラネジモクが優占
して、水深数ｍ〜10ｍではトゲモクが優占していた。
しかし、2000年以降にネジモクは極端に減少し、
現在はほとんどの区域で確認できなくなっていった。
トゲモクは消失するほどには大きな変化はないが、
以前ほど海底を覆い尽くすほどの高密度の群落でなく極端に減少した。一方、南方系と言われるホンダ
ワラ類のヒイラギモクが、徐々に生育範囲を拡大して、土佐湾海域の優占種となり、海藻植生が変わった
（Tanaka,et.al. 2012）
。
また、2000以前には、広いカジメ群落が、数か所あったが、現在、外海に面した
ところでは、四万十川の河川水に影響がある田ノ浦の1か所になった。一方、土佐湾中央部で、以前カジメ
の繁茂が見られなかった湾口部の導流堤カジメを移植したら、高密度のカジメ群落が形成された。
その原因は湾奥13kmもある細長い湾内からの海水が潮汐流で移動して水温が低く、
また栄養塩が高い
ためと思われる。土佐湾のカジメ類の減少は、海水温の高温化が明白となった。
土佐湾では、
この40年間でカジメ類の繁茂面積は3分の１の減少、ホンダワラ類は、６分の１に減少
した
（田中，2017）
。
日本沿岸では、特に黒潮の影響の強い海域ほど、海藻植生は温帯種組成が減少し、
熱帯性と言われる種組成が増えている。特にアワビの餌料となるカジメ類の減少が、
アワビの生産量に
大きく影響を与えている。

引用文献
1. Kouki Tanaka, at.al (2012) : Warming off southern Japan linked to distributional shifts of subtidal canopyforming seaweeds. Ecology and Evolution

doi:10.1002/ece3.391.

2. 田中幸記：藻類講演要旨、藻類、65、87、2017
※ホンダワラ類の分布変化
※海水温の変化

外国での温暖化の影響
中国の青島（Qindao）
では、10年ほど前から、
スジアオノリの仲間が海上で異常繁殖して沿岸に打ち
あがりグリーンタイドとなってその除去に多額の経費を割いている。
この種は、夏季に繁茂する高温に
適応する種であり、温暖化と沿岸の富栄養化が影響されていていると言われている。
カルフォルニア沿岸
のジャイアントケルプの生育量も近年減少し、
アルギン酸の原料不足で中国から養殖コンブの輸入に
頼って操業していると情報がある、チリ沿岸のオゴノリの生育は、2015年大凶作で、急遽昨インドネシア
からオゴノリを輸入して、寒天の製造を維持していると情報もあり、地球規模で海藻植生に変化が生じている。
温暖化と海藻養殖
温暖化で天然産の海藻資源は、近年減少しているが、
それをおぎなうように養殖によって生産量を
維持し、
さらに増産の傾向がみられる。
アルギン酸原料の米国のジャイアントケルプの減産を中国のコンブ類でおぎなっている。寒天原料の

カラギナン原料の国別キリンサイ生産量の動向
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カラギナン原料不足の危機を脱した。海藻を
原料としている海藻粘質多糖類の生産は、温暖化の天然産の減産を養殖によって補って、現在は安定
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日本沿岸の植生変化
しかし、
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1997〜1999年は、太平洋沿岸は夏季に例年以上に高水温が続き、大型海藻の生育が悪くなり、特に
カジメ類の回復が見られない状態となり、磯焼け状態が20年続き、その後、サンゴ群集が拡大するよう
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（田中、2017）。
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は、1.2℃の上昇が続き、12年周期の変動が認められなくなっており、温暖化の傾向がはっきりと認めら
れた。1970年代以前は、土佐湾沿岸のホンダワラ植生の特徴として、低潮線付近はヒラネジモクが優占
して、水深数ｍ〜10ｍではトゲモクが優占していた。
しかし、2000年以降にネジモクは極端に減少し、
現在はほとんどの区域で確認できなくなっていった。
トゲモクは消失するほどには大きな変化はないが、
以前ほど海底を覆い尽くすほどの高密度の群落でなく極端に減少した。一方、南方系と言われるホンダ
ワラ類のヒイラギモクが、徐々に生育範囲を拡大して、土佐湾海域の優占種となり、海藻植生が変わった
（Tanaka,et.al. 2012）
。
また、2000以前には、広いカジメ群落が、数か所あったが、現在、外海に面した
ところでは、四万十川の河川水に影響がある田ノ浦の1か所になった。一方、土佐湾中央部で、以前カジメ
の繁茂が見られなかった湾口部の導流堤カジメを移植したら、高密度のカジメ群落が形成された。
その原因は湾奥13kmもある細長い湾内からの海水が潮汐流で移動して水温が低く、
また栄養塩が高い
ためと思われる。土佐湾のカジメ類の減少は、海水温の高温化が明白となった。
土佐湾では、
この40年間でカジメ類の繁茂面積は3分の１の減少、ホンダワラ類は、６分の１に減少
した
（田中，2017）
。
日本沿岸では、特に黒潮の影響の強い海域ほど、海藻植生は温帯種組成が減少し、
熱帯性と言われる種組成が増えている。特にアワビの餌料となるカジメ類の減少が、
アワビの生産量に
大きく影響を与えている。

引用文献
1. Kouki Tanaka, at.al (2012) : Warming off southern Japan linked to distributional shifts of subtidal canopyforming seaweeds. Ecology and Evolution
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2. 田中幸記：藻類講演要旨、藻類、65、87、2017
※ホンダワラ類の分布変化
※海水温の変化

外国での温暖化の影響
中国の青島（Qindao）
では、10年ほど前から、
スジアオノリの仲間が海上で異常繁殖して沿岸に打ち
あがりグリーンタイドとなってその除去に多額の経費を割いている。
この種は、夏季に繁茂する高温に
適応する種であり、温暖化と沿岸の富栄養化が影響されていていると言われている。
カルフォルニア沿岸
のジャイアントケルプの生育量も近年減少し、
アルギン酸の原料不足で中国から養殖コンブの輸入に
頼って操業していると情報がある、チリ沿岸のオゴノリの生育は、2015年大凶作で、急遽昨インドネシア
からオゴノリを輸入して、寒天の製造を維持していると情報もあり、地球規模で海藻植生に変化が生じている。
温暖化と海藻養殖
温暖化で天然産の海藻資源は、近年減少しているが、
それをおぎなうように養殖によって生産量を
維持し、
さらに増産の傾向がみられる。
アルギン酸原料の米国のジャイアントケルプの減産を中国のコンブ類でおぎなっている。寒天原料の

カラギナン原料の国別キリンサイ生産量の動向

6

7
7

6
（P6）

（Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響・講演2）

（P7）

（Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響・講演２ つづき）
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杉江 恒二

化石燃料の使用や土地利用形態の変化によって大気に放出された二酸化炭素（CO2）の約3分の1が

海水に溶け込んでいる。海水中のCO2は、以下のような化学平衡に従い炭酸（H2CO3 ≈ CO2aq）
、重炭酸
+
2
イオン
（HCO3−）
、炭酸イオン
（CO3 −）に分配され、水素イオン（H ）
を放出する。
+
2
CO2 + H2O ⇄ CO2aq ⇄ HCO3− + H ⇄ CO3 − + H+
このH+濃度の上昇によりpH（= −log10[H+]）の低下が起こり、海水は酸性側にシフトする。現代の海水
のpHは約8.1の弱アルカリ性であり、埋蔵されている全ての化石燃料を燃焼させると海水のpHは約7.3
まで低下すると予測されているが中性（pH = 7.0）
よりはややアルカリ性である
（Caldeira & Wickett 2003）。
海洋酸性化とは海水のpHが酸性側に傾くことであり，酸性になるわけでは無い。
しかしながら，pHは
+
対数なので、H の濃度は大きく変化する。例えば、海水のpHが8.1から今世紀末に起こりうる値である
7.8に低下したとき、H+の濃度は2倍に増加する。一方、炭酸塩の分配は複雑であり、溶存ガスのCO2は
約120%増加、HCO3−は約10%増加、およびCO32−は45%低下する。このような海水の化学特性の変化
を通じ、海水と物質のやりとりを行う細胞（膜）周辺の環境が影響を受けることは想像に難くない。
海洋酸性化は本当に生物に影響あたえるのだろうか。
そこで、過去の地球史において起こった事象を
紐解くことが重要な手がかりとなる。氷期−間氷期において大気のCO2濃度が180〜360 ppmの間で
振幅していたことはよく知られているが、今世紀に起こりうる、約400 ppm以上のCO2濃度の世界は
2,000万年以上前のことと考えられている
（Doney et al., 2009）。
約5,500万年前の古代三紀（Paleogene）
における暁新世（Paleocene）
と始新世（Eocene）
の境界に
おいて、1000〜3000 ppmにおよぶ大気のCO2濃度の増加並びに5℃以上の急激な昇温現象が知られ
ている
（PETM: Paleoene-Eocene Thermal Maximum; Pearson & Palmer 2000; Gehler et al. 2016）。
このとき排出されたCO2の総量は、現代の人類が排出し得る量に匹敵すると推計されており、現代起こっ
ている海洋酸性化が将来の環境に与える影響を推察する上で貴重な指標と考えられている。PETM時
の海底堆積物の調査から、底生有孔虫が絶滅したこと、浮遊性の有孔虫や円石藻の種類が変化したこと、
さらに、底生有孔虫が再び現れるまで約10万年を要したことが明らかとなっている
（Zachos et al. 2005）。
有孔虫のように、殻を持ち化石として残る生物の記録しか残っていないが、海洋酸性化と昇温という現象
は、生態系に甚大な影響を及す可能性が高いと考えられる。特筆すべきは、現代の人類活動によるCO2
排出速度はPETMの時の10倍程度早いと考えられていることである
（杉江・芳村 2011）。過去の地球史
には見られなかった現代の海洋環境の急激な変化は，すなわち，生物の進化史史上初めて起こる変化
速度であり、適応可能性について議論されている。
光合成を行う藻類にとって、海洋酸性化に伴って環境中に利用可能な炭酸塩（CO2およびHCO3−）の
濃度が増加することは、増殖を加速させる要因になる。
これは、藻類による炭酸塩や栄養塩の取り込みは、
細胞周辺と環境中の基質濃度の差分と拡散速度に依存するという理論に基づいている。
この関係性は、
藻体の大きさに比例することが知られており、環境中の気質濃度が一定の場合、大きな藻類ほど拡散に
よる基質の取り込み速度は低下する。
もし現代のCO2濃度が藻類の炭酸塩の取り込み速度を制限する
ほど低濃度であった場合、大型であればあるほど、環境中における炭酸塩の濃度増加の施肥効果は強
くなることを意味する。杉江・芳村（2011）によれば、小型の藻類である植物プランクトンの光合成速度は、
海洋酸性化によって変化しない、
あるいは増加させる種類の存在が明らかになってきた。
しかしながら、
光合成速度を上昇させた種類は、植物プランクトンの中でも小型のものであったことから、上記の炭酸塩
の取り込み理論とは異なる機構が光合成速度を制御していることが推察される。
より大型の海藻類に

及す海洋酸性化の影響については、Koch et al.（2013）に取りまとめられており、多くの種類が現代の
CO2濃度では海藻類の光合成速度は飽和に達していない、すなわち，低いCO2濃度によって光合成が
律速していると報告されている。一方、炭酸カルシウムを沈着させるサンゴ藻の類は生産性や再生産率
の低下が示唆されている
（Koch et al. 2013）。CO2濃度の増加による影響が何も見られない、あるいは
負の影響がある植物プランクトンや海藻類も存在しており、海洋酸性化のような環境じょう乱は、
自然
環境における一次生産者の種組成などを変化させ、生態系の構造を基盤から変える可能性があると
言える。例えば，海洋酸性化が小型の植物プランクトンにとって有利であれば，魚を含む高次栄養段階
の生産量は低下し得る。
サンゴ藻は、
アワビやウニの卵のふ化や幼体の着底・変態において不可欠で
あるから
（Taniguchi et al. 1994; Roberts 2001）
、海洋酸性化による海藻群集組成の変化は、我々の
食生活にも直結するであろう。
この十数年で海洋酸性化が藻類に及す影響に関する知見は相当数蓄積されたように思われる。
しかしながら、実験室レベルで行われた多くの研究は栄養分が豊富な条件や、CO2濃度が変化しない
環境で行われており、過去の知見が天然環境においてそのまま適応可能かどうかは論議の余地が残っ
ている。
また、将来起こり得る海洋酸性化は、地球史においては急激な変化と考えられているが、実験
で行う酸性化速度と比較すると遙かに緩やかな変化とも言える。 近年、年単位の長期的な影響評価
実験により、高CO2環境に適応可能性についての報告が散見されるようになったが、知見はとても限ら
れており、
さらなる知見の蓄積が望まれる。
また、CO2は温室効果ガスであるから、海洋酸性化は温暖化
とともに起こる環境変化と考えられる。海洋酸性化の研究は、温暖化、富栄養あるいは貧栄養環境など、
想定されうる環境変化要因と共に複合的に進めていく必要があるが、複雑系における研究は端緒に
ついたばかりである。一時生産者である藻類が海洋酸性化によって何らかの影響を受けることがあれば、
生態系全体に影響が伝播しうる。今後も持続可能な海洋生態系サービスの恩恵を受けるため、精力的
な調査並びに継続的なモニタリングが必要である。

参考文献
Caldeira K, Wickett ME (2003) Nature, 435: 365.
Doney SC, Fabry VJ, Feely RA, Kleypas JA (2009) Annu. Rev. Mar. Sci., 1: 169‒192.
Gehler A, Gingerich PD, Pack A (2016) Proc. Natl. Acad. Sci., 113: 7739‒7744.
Koch M, Bowes G, Ross C, Zhang XH (2013) Glob. Change Biol., 19: 103‒132.
Pearson PN, Palmer MR (2000) Nature, 406: 695‒699.
Roberts R (2001) J. Shellﬁsh Res., 20: 571‒586.
杉江恒二・芳村毅（2011）海の研究, 20: 101‒148.
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（Taniguchi et al. 1994; Roberts 2001）
、海洋酸性化による海藻群集組成の変化は、我々の
食生活にも直結するであろう。
この十数年で海洋酸性化が藻類に及す影響に関する知見は相当数蓄積されたように思われる。
しかしながら、実験室レベルで行われた多くの研究は栄養分が豊富な条件や、CO2濃度が変化しない
環境で行われており、過去の知見が天然環境においてそのまま適応可能かどうかは論議の余地が残っ
ている。
また、将来起こり得る海洋酸性化は、地球史においては急激な変化と考えられているが、実験
で行う酸性化速度と比較すると遙かに緩やかな変化とも言える。 近年、年単位の長期的な影響評価
実験により、高CO2環境に適応可能性についての報告が散見されるようになったが、知見はとても限ら
れており、
さらなる知見の蓄積が望まれる。
また、CO2は温室効果ガスであるから、海洋酸性化は温暖化
とともに起こる環境変化と考えられる。海洋酸性化の研究は、温暖化、富栄養あるいは貧栄養環境など、
想定されうる環境変化要因と共に複合的に進めていく必要があるが、複雑系における研究は端緒に
ついたばかりである。一時生産者である藻類が海洋酸性化によって何らかの影響を受けることがあれば、
生態系全体に影響が伝播しうる。今後も持続可能な海洋生態系サービスの恩恵を受けるため、精力的
な調査並びに継続的なモニタリングが必要である。
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陸上養殖水槽システム〜陸上動植物複合温度差増殖〜
斉藤

浩（有限会社ユア代表）

我々は海藻の利活用・漁村や地域振興のための陸上動植物複合増殖を追及し、南米原産バナメイ
と海藻を混合増殖します。
バナメイの増肉率はエサ：バナメイ＝１：１程度と言われ、植物性タンパク
質でも育ちます。餌不足が問題となる中、持続可能なたんぱく質と考え、10×10ｍの小割水槽（特許
出願）
で海藻と共に養殖します。

小割水槽方式の特長

１．バナメイ＋ミナミアオサ
（＋α）
の複数槽1セットとし、同時に増殖する。
２．バナメイ30℃→ミナミアオサ30〜25℃の成長温度帯を利用して、1槽を加熱し、その温排水を複数
槽分に循環利用する廃熱・排水循環利用法。
３．
ミナミアオサをバナメイの浄化材・成長促進剤として活用し、収穫物を多面的に利活用する植物
循環利用法。

金融対策

金融公庫他では、新規創業・女性・シニア・ソーシャルビジネス等に対して無担保無保証で7,200万
の融資枠があります。
現在計画しているある地域では、社会貢献・地域活性になるとして、複数の
地域銀行が「協調融資に値する事業」
として、融資・事業計画を推進しています。
色々活用出来る
制度がありますので、そのお手伝いをさせて頂き、実績を積み上げ、陸上養殖専用補助金へと繋げる
漁村活性化を目指します。

小割水槽方式のメリット

１．省エネ・省コスト：ランニングコスト
（人件費・加温費・飼肥料など）
・イニシャルコスト、一般管理費・
営業経費等の間接費用を、エビと海藻で折半する。
２．収益性の確保：海藻を浄化材・成長促進剤・エビのエサとする。単独養殖では消耗品が、複合増殖
では商品となる。
バナメイ単独の養殖例では投資回収に10年かかるが、複合では3〜4年で回収、収益率が大幅に変
わる見込み。
３．安定・安心・安全：どこにでも繋がる海洋と違い、管理された水で計画栽培・増殖ができる。
ほか。
また、以下のような広がりが見込めます。
①海藻増殖（温暖化対策・水産資源増産ほか）
②漁業者の安定収入（海洋での漁業＋養殖＝安定した収入を土台にする漁業）
③海藻アオサの利活用
④地方創生・地域活性化（新産業創出・未利用資源活用・輸入物の国産化等）
⑤健康増進（食用だけでなく海藻飼肥料で育てた家畜・卵・植物等による）
⑥付加価値商品化（トレーサビリティ・有機・国産化等による）
⑦研究（様々な新技術・資材・機器の展示、実証施設）
特に⑦研究では、温暖化による海洋生物の影響への対策を、商業規模で実験を行う。例えば小割水槽
方式なら
『エビ育成槽に酸素供給し、海藻育成槽にCO2を溶解させる』
ことができます。
こうした新技術
を実証し、海藻類の海洋での大幅な増殖への橋渡しを務める事になるでしょう。
また、水温加熱用未利用バイオマス・飼料用海藻の活用は、食糧増産にとどまらず
・燃料の地産地消―乾燥チップ（固体）
・アルコール・メタンガス化→漁船クリーンエネルギー化
・地域産品のブランド化（草食魚種バナメイのエサに地域一次産品を利用）
・地域の陸・海の環境修復用植物・人工腐植物利用による海藻増殖＆利活用
等につながります。

斉藤

浩 プロフィール

地球環境問題にトータルに取り組む『エコシステム研究会（代表 上野勲
顧問 元首都大学東京学長 西澤潤一ほか）
』事務局長を担当し、普及活動
をしてきました。
その中で地球環境の決定要因である海の重要性をPRすべく、海藻の増殖
を目的としたNPO『海の森づくり推進協会』設立に参加し、初代事務局長を
務めました。
現在は『海を守るために陸改善』
を実践するためアクア・エコファームとして
活動しています。

www.aquaecofarm.com/aquaecofarm
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食用海藻産業に求められる陸上養殖生産
理研食品株式会社

原料事業グループ

ともに左右される海上養殖や天然採捕に対して，陸上養殖は安定的かつ計画的な原料の生産が見込
めるので、生産者の安定的な収益確保に貢献できる．加工メーカーにとっては，①均質な原料を継続し
て得られることから、幅広い商品設計が可能となる、②他海藻などの混入を防ぎ、原料の選別や精錬に
かかるコストを軽減できる、③原料の確実なトレーサビリティーをお客様に提供できる、などの多くの
メリットがある。
海藻類の陸上養殖は、高知大学の平岡雅規准教授の研究グループによって種苗生産方法や養殖
システムに関する技術開発が進み、産業規模での養殖生産に成功している(Hiraoka and Oka 2008)。
海外においては、
カナダでは1970年代からカラギーナン原料としての紅藻類の陸上養殖に関する研究
が発展し
（Hafting et al. 2011）
、現在では食用原料として日本にも輸入されている。
ポルトガル（http://www.algaplus.pt）やオーストラリア
（Mata et al. 2016）においては，海藻の栄養
塩吸収特性を活用して、魚介類養殖と海藻類の陸上養殖とを組み合わせた複合養殖の事業化に成功
しており、得られた海藻原料は食用として利用されている。
食卓にならぶ海藻サラダやお刺身のツマには、色とりどりの多くの海藻が用いられている。
それらの
中には、天然資源が近年著しく減少している種類も含まれている。
今後の海藻類の陸上養殖は、天然資源の維持管理にも貢献する生産技術として重要性を増すだろう。
また、陸上養殖事業を成功させるためには、養殖対象種の生理学的な研究を推進して生育最適条件を
明らかにし、生産性の向上による養殖生産コストの削減に努めなければならない。

【プロフィール】 佐藤 陽一（さとうよういち） e-mail: yoi̲sato@rikenfood.co.jp
仙台市出身．東北大学農学部卒、
同大学院農学研究科博士課程前期修了。
農林水産消費技術センター、東北大学大学院農学研究科助手を経て、2004年より
理研食品株式会社勤務．
2016年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程後期修了，博士（生命科学）。
ワカメおよびコンブ類の生理生態学的研究および海藻類の陸上養殖事業化を目指した
産業研究に従事している。現在、同社原料事業部原料事業グループリーダー。
-

環境保全型複合エコ養殖のすすめ

佐藤 陽一

陸上養殖生産は，食用海藻産業において大きな注目を集めている．毎年の環境条件によって量・質

（Ⅱ. 地域おこし、海面養殖に代わる陸上養殖・講演3）

鹿児島大学名誉教授

門脇 秀策

複合養殖・混合養殖の定義
・複合養殖：給餌養魚に伴う残餌や糞尿を利用して、海藻類や底生生物を共に養殖する形態
・混合養殖：同一養殖池で主目的とする以外の水族をも収容して育成を図る養殖形態であり、食物や
空間利用の面で競合しない種を混養すれば池全体の生産性が向上する
ニーズ
・給餌養魚に伴う自家汚染（残餌と排泄物）は、富栄養化、低酸素、赤潮の発生原因となる
・養殖生産者自らが、具体的に実行できる持続生産可能な水環境保全技術を見出したい
・養殖生産種の生物多様化により、養殖生態系の保全と同時に漁家経営を安定させたい
技術の背景
・2015年度、135カ国400以上のプロジェクトから、沿岸域の生態系の再生と雇用創生に取り組む
「グリーンウエーブ」は、海面で海藻、ホタテ貝をムラサキイガイを栽培しながら、海底でカキ、
ナマコ、
カニの籠を設置する垂直型複合システムとして最優秀プロジェクトに表彰された。
・沿岸域、特に温帯、熱帯、亜熱帯域の浅海域でCO2や窒素を吸収する海藻の水質浄化作用によって、
１エーカー（約4000m2）当たり年間、海藻10t、貝類25万個を収穫可能との試算例
複合エコ養殖技術の内容
【概要】
・魚類、海藻類、貝類、
ナマコなどを複合的に混合養殖することで、有機資源をリサイクルする複合エコ
養殖、つまりEcologicalでEconomyな養殖を実現することが可能（次頁の概念図）
【特長・効用】
・ブリやタイなどの網生簀養殖をしている場所で、周年を通じて海藻類を栽培養殖する
・養魚生簀からの排出物には窒素やリン等の栄養塩やCO2を含むので、海藻の生育がよくなる
・海藻がN,Pを吸収し、酸素を放出するので、網生簀周辺の水質保全の浄化効果
・藻類の繁殖は季節性があり、
アオサ、
ワカメ、
コンブなどをリレーして持続的に周年栽培可能
・栽培海藻はアワビ、
ウニおよびアイゴなどの草食性養殖対象種の生鮮・乾燥餌として用いる
・ウニ、
アワビの排泄物は、同一籠内で養殖しているナマコに摂餌させることで活用する
・ナマコの排泄物は、海藻に栄養塩とCO2を供給する
・こうして無駄の出ないゼロエミッション養殖を目指した物質循環（リサイクル）ができあがる
・魚類、
ウニ、
アワビ、
ナマコ等の多様な生物生産が可能となり、養殖経営と生態系が安定する

海藻と魚介類との複合養殖・混合養殖の事例／目的・効果
・鹿児島県長島町・熊本県御所浦：コンブ、ワカメ、アオサとアワビとナマコ複合養殖

・高知県室戸市：海洋深層水を利用したコンブ、
ワカメとアワビの複合養殖
・愛媛大沿岸環境科学センター：紅藻トサカノリとヒオウギガイ／水質浄化と生産効率
・和歌山県：夏のアオサ、セイヨウオゴノリ、冬のヒロメとマダイ／海域浄化と増収
・佐賀県有明海：ノリとマガキ
（シカメガキ、
スミノエガキ）養殖／富栄養と増収
・沖縄県・ベトナム：海ブドウ
（クビレズタ）
とエビ養殖／水質浄化と増収入
・中国：池中藻類・水草と異なる食性淡水魚とダックとの混養／生態系養殖と増収
・タイ：ジュズモ属緑藻（未記載）
とウシエビ／池水質浄化とエビの餌
・インドネシア：ラン藻類とミルクフィシュとウシエビ／生態系養殖と増収

適応を阻害する要因／利用上の留意点
・複合的な養殖で作業量が増加するが、特に難しい技術ではなく、経営者の環境保全に対する意識と
実践行動があれば実現は難しくない
・養殖対象生産物が多様化すれば、販路が広がる可能性があるので、今後、生産から加工・流通・販売
までの６次産業化に向けたインフラ整備が行われると効果が高まる
関連情報 （参考文献）

高知県水産試験場(1989)： 窒素の負荷量. 高知県水試事報, 85, 3-41.
門脇秀策(1990)：ブリ養殖許容量に関する生産生態学的研究. 北海道大学学位論文, pp123.
門脇秀策(2004): 浅海養魚場における環境保全型複合エコ養殖のすすめ. 日本水産資源保
護協会月報, 470, 7-9.
来代勇樹(2005): 浅海養魚場の水質浄化に関する研究. 鹿児島大学学位論文, pp132.
門脇秀策(2006): 浅海養魚場の水質浄化に必要な海藻の栽培密度．養殖, 541,14-17,緑書房.
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食用海藻産業に求められる陸上養殖生産
理研食品株式会社

原料事業グループ
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ポルトガル（http://www.algaplus.pt）やオーストラリア
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【プロフィール】 佐藤 陽一（さとうよういち） e-mail: yoi̲sato@rikenfood.co.jp
仙台市出身．東北大学農学部卒、
同大学院農学研究科博士課程前期修了。
農林水産消費技術センター、東北大学大学院農学研究科助手を経て、2004年より
理研食品株式会社勤務．
2016年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程後期修了，博士（生命科学）。
ワカメおよびコンブ類の生理生態学的研究および海藻類の陸上養殖事業化を目指した
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-

環境保全型複合エコ養殖のすすめ

佐藤 陽一
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鹿児島大学名誉教授

門脇 秀策
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ニーズ
・給餌養魚に伴う自家汚染（残餌と排泄物）は、富栄養化、低酸素、赤潮の発生原因となる
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高知県水産試験場(1989)： 窒素の負荷量. 高知県水試事報, 85, 3-41.
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環境保全型複合エコ養殖および管理指標の提案
図１．浅海養魚場における環境保全型複合エコ養殖の概念図

タイにおけるエビ類と海藻の混合養殖事例
国際農林水産業研究センター 主任研究員

筒井

功

我が国は国民一人当たりの年間エビ消費量が世界第1位のエビの「消費大国」
である。
これらのエビ
のほとんどは、主に東南アジア諸国で養殖・輸入されたクルマエビ類であるが、養殖の現場では飼育
水質の悪化やそれに起因する生産性・収入性の低下、エビ疾病の激増、周辺環境への負荷、薬品多用
による食の安全性への懸念など、多種多様な問題が発生している。

（門脇：2004）
複合エコ養殖は、生簀周辺でワカメ、
コンブ、
ミナミアナアオサなどの海藻を栽培することがポイント。
養殖魚から排出される糞尿や残餌から溶出した窒素やリンなどの栄養塩を海藻によって吸収する。
海藻には病原菌や赤潮を抑制する効果もある。育った海藻はアワビ類、
ウニや養殖魚の餌として循環利用することによって、
生産性も高まる。
アワビ養殖カゴにはアワビの糞を餌とするナマコを共生させる。養殖魚の残餌や糞などの懸濁物を餌とするヒオウギガイ
も養殖できる。複合エコ養殖は水質浄化による環境保全と健康な魚を育てる養殖産業の両立が可能な方法といえよう。

熱帯産クルマエビ類の養殖において解決しなければならない重要課題のひとつである水質の維持
・管理と収入向上を同時に実現する手法として、発表者が参加している日本とタイの国際研究グループ
では、未利用ベントス類（ジュズモ属緑藻の一種・ミズゴマツボ属腹足類）
とエビとの混合養殖技術開発
に取り組んでいる。
これらの混合養殖では、
ウシエビ類は人工飼料を与えているにもかかわらずジュズモ属緑藻の一種
を積極的に摂餌、エビの成長並びに収益性が有意に高まることが確認された。
これらの未利用ベントス
類は広塩性・高成長で、エビ養殖に容易に適用することが可能であると考えられる。
発表では、本混合養殖技術について、その概要を報告する。

表１．
ブリ養魚の窒素負荷および酸素消費から見た生簀容積および養魚場面積
当たりに最小限必要な海藻栽培密度 （門脇:1990, 2006, 来代:2005）

プロフィール

筒井

功（つついいさお） e-mail: cong@aﬀrc.go.jp

高知大学理学研究科修了後、青年海外協力隊、磯の自然解説員、
京都大学大学院博士課程、国際農林水産業研究センター・特別派遣研究員、
タイ・カセサート大学客員研究員、
国際農林水産業研究センター・任期付き研究員を経て2016年より国際農林水産業研究
センター・主任研究員。
これまで海藻類の生理生態研究の他、貝類の増養殖やエビ類の
養殖研究などに従事。

-

-

表１から、養殖ブリ個体当たりの酸素消費速度に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよび・アナアオサ（ミナミアナアオサ）
の栽培重量は、それぞれ1.17 kg湿/個体、0.83 kg湿/個体および0.21 kg湿/個体と算出された。
また、
ブリ生簀容積当たり
の酸素消費速度に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよびアナアオサの栽培密度は、それぞれ5.6 kg湿/m3, 4.0 kg湿/ m3
および1.3 kg湿/m3と算定された。
また、
ブリ養魚場の窒素負荷に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよびアナアオサの栽培密度は、それぞれ105 kg湿/m2、
2
2
27 kg湿/ m および7.6 kg湿/ m と求められた。

※以上より、浅海給餌養魚場における持続的養殖生産を確保する水質保全指標として、
「動物（養魚Ｆ）／植物（海藻Ｓ）比」が重要な管理指標となることを提案したい。
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表１．
ブリ養魚の窒素負荷および酸素消費から見た生簀容積および養魚場面積
当たりに最小限必要な海藻栽培密度 （門脇:1990, 2006, 来代:2005）

プロフィール

筒井

功（つついいさお） e-mail: cong@aﬀrc.go.jp

高知大学理学研究科修了後、青年海外協力隊、磯の自然解説員、
京都大学大学院博士課程、国際農林水産業研究センター・特別派遣研究員、
タイ・カセサート大学客員研究員、
国際農林水産業研究センター・任期付き研究員を経て2016年より国際農林水産業研究
センター・主任研究員。
これまで海藻類の生理生態研究の他、貝類の増養殖やエビ類の
養殖研究などに従事。

-

-

表１から、養殖ブリ個体当たりの酸素消費速度に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよび・アナアオサ（ミナミアナアオサ）
の栽培重量は、それぞれ1.17 kg湿/個体、0.83 kg湿/個体および0.21 kg湿/個体と算出された。
また、
ブリ生簀容積当たり
の酸素消費速度に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよびアナアオサの栽培密度は、それぞれ5.6 kg湿/m3, 4.0 kg湿/ m3
および1.3 kg湿/m3と算定された。
また、
ブリ養魚場の窒素負荷に対して最小限必要なマコンブ、
ワカメおよびアナアオサの栽培密度は、それぞれ105 kg湿/m2、
2
2
27 kg湿/ m および7.6 kg湿/ m と求められた。

※以上より、浅海給餌養魚場における持続的養殖生産を確保する水質保全指標として、
「動物（養魚Ｆ）／植物（海藻Ｓ）比」が重要な管理指標となることを提案したい。

NPO法人「海の森づくり推進協会」についてはこちらから
海の森づくり
検索
http://www.kaichurinn.com

会員募集中

NPO法人

あなたも私達といっしょに活動しませんか？
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１．山・川・森・海・人の健康を取り戻そう！
２．海の森づくり運動を全国に、全世界に広げよう！
３．“海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！

海の森づくり
運動の３つの
スローガン

※会の趣旨にご賛同いただける方は、以下をご参照の上是非ご入会下さい。

会の活動を賛助し、イベント案内や会の
活動報告を受けます。

＊入会を希望される方は、下記申込書にご記入の上、Faxにてご連絡ください。
ただし、年会費から1口を除いた部分は寄付として扱わせていただきます。
NW会員以外の会員の変更に際しては入会金は免除されます。
2年以上会費が未納の場合、
自働的にい会員資格は失効します。

地球温暖化：海藻への影響と海の森づくり
−藻類陸上養殖ビジネスの現状と展望−
於
日本大学理工学部1号館121室
（東京都御茶ノ水）

平成29年６月３日
（土）9時30〜19時

Fax: 018-833-7734 海の森づくり推進協会 行き

NPO法人「海の森づくり推進協会」入会・寄付申込書
現会員の種類（該当箇所）
に○を付けてください。
□ 入会申込書
望む会員の種類

非会員、正会員、賛助個人会員、賛助団体会員、
特別賛助会員、ネットワーク会員
□ 寄付申込書
寄付額

円

ふりが な

氏

名

住

所

〒

所属団体名（肩書）
連絡先電話番号
e-mailアドレス
備
考

Fax番号：

＊この情報は会員への通信以外には使用しません。上記住所宛に郵便振替用紙を送付させていただきます。

NPO法人
（Tel&Fax: 018-833-7734

e-mail: matsuday2015@gmail.com ）

協賛：日本大学理工学部海洋建築工学科、
日本大学生物資源学部海洋生物資源科学科
一般社団法人国際海洋科学技術協会
後援：社）
大日本水産会、公財）
海と渚環境美化・油濁対策機構、公財）
日本釣振興会、
ウーマンズフォーラム魚
後援予定：21世紀の水産を考える会

