
第19回　海の森づくりシンポジウム

１．はじめに
　　わが国では、政府による「海洋再生可能エネルギー利用促進」に関する取り組みの決定を受け、
　海洋を中心とした再生エネルギー利用の開発・利用に関する、実証実験、調査研究が進んでいる。　
　特に洋上にあっては着底式、浮体式を問わず、実証実験事業化進み、今後、全国各地において数十機
　ともいわれる膨大な計画が検討されている。　
　　これ等開発や利用に当たっては、漁業協調のみならず実施に当たっては法制度、環境問題、その他
　各種利用競合問題の解決等を考慮した検討が必要となっている。
　　海の森づくり推進協会では、藻場造成について調査研究を行ってきたが、今後新しい基盤などを
　用いながら洋上発電施設、大水深下（仮にここでは水深２０m以深と定義）での海底部に新しく藻場
　を造成し、合わせて、スマート海洋牧場を考える可能性について検討を行っている。
　　大水深下での藻場造成については現状では調査も少なく資料も限られているが、大水深下での
　藻類の生育環境にあっては、特に光が少ないことによる、光合成活動が阻害されることが最大の要因
　として上げられている。
　　本稿では、計画されている洋上発電施設の設置水深や光環境などを考慮しながら、既存の文献
　から藻類の育成に求められる環境の整理、事例その他、人工光源により光合成を可能とならしむる
　育成環境についての資料や構想事例などを紹介し、今後の大水深藻場造成の藻場造成に役立てる
　ための検討とその可能性について述べる。

２．洋上風力発電施設設置海域と大水深での藻場造成
　　洋上発電施設は大きく着床式、浮体式に分かれるが、現在計画されている水深は建設コストや
　計画のむずかしさから、15ｍ～30ｍの範囲が多い。さらにこの海域に漁礁を設置する計画はいくつか
　見られるが、藻場を育成させるとなると、これまでの調査や研究が水深20ｍ以浅を対象にしていた
　ことが多かったことから、手掛かりとなる事例や調査記録に限りがあり、今後の検討に待つところが多い。
　　藻類の生育・繁殖に影響を及ぼす要因は、水温、塩分、栄養塩、海中光、その他海水の流れや波浪
　であるが、中でも、海中に届く光の量（水中光量）を左右する透明度が上げられている。一般に藻場
　造成水深は、透明度の2.7倍の水深を目安にしているが、透明度は海域や濁度の状況、その他季節
　により変化するのが現状で、設置水深決定を難しくしている。
　　海藻が光合成により有機物を生産するのに必要な光の届く水深が補償深度である。このため補償
　深度より浅い水深でないと、光合成生物は生きていくことができない。一般には、1日24時間を考えた
　日補償深度の意味で補償深度が使われている。補償深度は生物によって異なっているが、海面が
　受ける光の0.1～1％の光の届く層であることが多く、前述のように、表層の光の1％が到達する深さ
　は透明度を2.7倍して求められることが経験的に知られている。
　　貧栄養な熱帯の外洋では透明度が40mにもなることがあり、光が深くまで到達して補償深度は
　百数十メートルになるが、赤潮の発生しているような沿岸や内湾では１メートルにも満たないことも
　あり、その他懸濁物質による光の吸収散乱で光合成活動も変化する。

　　　洋上発電施設と藻場造成
― 漁業協調から海洋牧場への助走 ―
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第19回　海の森づくりシンポジウム

環境省では、海藻の生育に必要な透明度
の目標値を多くの資料や光合成実験研究
の成果をまとめ、海藻ごとに生育する透明
度を算出した（2018環境省）。
　表１に、環境庁が調査したアマモ、アラメ、
カジメについての藻類の生育を確保する
ための透明度の目標を、また表2には必要
最低光量を示した。

　また、表3に実験により得られた各藻類の照度による限界値を示した。

表１ 検討した海藻草類の生育を確保する透明度目標値

表2   海藻草類の必要最低光量（年間平均値）
種　名　　　　　必 要 最 低 光 量
アマモ　　　　　 　3.3mol/㎡/d
アラメ　　　　　  　2.5mol/㎡/d
カジメ　　　　　　  1.4mol/㎡/d

表３  海藻増殖実験時の照度（lux）の限界値（漁協・漁場の施設の設計の手引き2003年版より作成）

藻場造成に当たり、光以外に考慮すべき環境要因としてまとめられたものを、表4に示した。
表４  主な藻場構成種と分布域から求めた環境要因の許容範囲

現存する生育域における環境要因の範囲
2月水温（℃）　　　　８月水温（℃）　　  　塩　分　　　　 COD  アルカリ法
下限～上限　　　　　下限～上限　  　  　下　限　　　  　（mg/L）上限

ホンダワラ科

種　　名

ウガノモク　　　　－２～７　  　　16～24　　  　　－　　　　　 　－　
ヤバネモク　　　　19～20　  　 　28～29　　　  　－　　　　　 　－
ジョロモク　　　  　６～15　　   　22～27　　    　30.0　　 　　　1.7
ヒジキ　　　  　　  ５～20　 　  　20～28　　    　30.0　　 　　　1.6
フシスジモク　  　－１～13　　 　  20～27　　        －　　　　　 　－
フタエモク　　　　 13～20　  　 　25～28　　　 　－　　　　　 　－
イソモク　　　　　　7～19　  　 　25～28　　        30.0　　 　　　1.3
アカモク　　　　　　4～19　　   　20～28　　    　26.6　　 　　　2.2
ノコギリモク　　　 　6～19　  　 　24～28　　  　   30.9　　 　　　1.4
ヒラネジモク　　　 13～16　  　 　25～27　　　　  30.9　　 　　　1.2
ヤツマタモク　　　　6～20　  　 　24～28　　        29.8　　 　　　1.3
マメタワラ　　　　　5～16　  　 　20～27　　　　 29.8　　 　　　1.3
オオバモク　　　   　7～16　  　 　22～27　　　　 30.9　　 　　　1.3
ナンカイモク　　  　14～20　  　 　25～28　　　  　－　　　　　 　－
ヨシモク　　　　　　5～15　  　 　20～27　　　     30.4　　 　　　1.4
ウミトラノオ　　　－２～20　  　 　16～28　　　    28.5　　 　　　1.7
エゾノメジモク　　   ２～13　  　 　20～27 　  　　   －　　　　　 　－
ラッパモク　　　　 19～20　  　 　27～29                 －　　　　　 　－
平　均　　　　　        －　　　　　 　－　　    　    29.8　　 　　　1.5

注）１，須藤（1992）より作成しました。
　  ２，この文献で示されているCOD（アルカリ法）の値は本調査で用いたCOD（酸性法）の約60％の値に相当すると
   　　いわれています（日本水産資源保護協会、2006）。その比率をもとに換算しますと、表中のCOD（アルカリ法）の
　　　平均値1.5ｍｇ／ＬはCOD（酸性法）では2.5ｍｇ／Ｌとなります。

種　　名　　　成熟～配偶体成熟期　　　幼芽期　　 　成葉期
サガラメ・アラメ　　　　　　3,000～10,000　　　　　　　90～60, 000　　　～30,000
カジメ　　　　　　　　　　3,000～10,000　　　　　　　90～60, 000　　　～30,000
マコンブ　　　　　　　　　3,000～6,000
ワカメ　　　　　　　　　　3,000～6,000
マクサ　　　　　　　　　　　～500

  分布の　　アマモの生育を確保　アラメの生育を確保　カジメの生育を確保
下限水深　　  する目標値（ｍ）         　する目標値（ｍ）         　する目標値（ｍ）

１m　　　　１　　　　　　　１　　　　　 　１
２ｍ　　　　２　　　　　　　２　　　　　　 ２
３ｍ　　　　３　　　　　　　３　　　　　　 ２
４ｍ　　　　４　　　　　　　４　　　　　 　３
５ｍ　　　　５　　　　　　　４　　　　　 　３
６ｍ　　　　６　　　　　　　５　 　　　　　４
７ｍ　　　　７　　　　　　　６　　　　　 　５
８ｍ　　　　８　　　　　　　７　 　　　　　５
９ｍ　　　　９　　　　　　　７　　　　　　 ６
10m　　　　９　　　　　　　８　　 　　　　７
11m　　　　－　　　　　　　９　　　　　　 ７
12m　　　　－　　　　　　　10　　 　　　　８
13m　　　　－　　　　　　　11　　　　 　　８
14m　　　　－　　　　　　　11　 　　　　　９
15m　　　　－　　　　　　　12　　　　　　10
20m　　　　－　　　　　　　16　　　　　　13
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　今後、温暖化に伴う水温上昇や海洋の流況の変化に伴う透明度の変化は藻類の補償深度とも
かかわり、大水深藻場造成を考える大きな課題となろう。
　特に水深の深い場所での事例では、外国では　カルフォルニア沖、メキシコ沖でのアマモ、その他
水深８０ｍに繁茂した海藻を採取した記録がある。日本では、新崎・新崎（１９７８）に、日本沿岸の
海藻の繁茂域は、水深５０ｍ以浅からと記述している。
　水深の深いところは、一つの種の海藻が密生して有用海藻の漁場になっているとろが多い。天草
（アクサ）は水深数ｍより繁茂しているが、水深１０ｍ以深では、写真に示すように単一群落になる。
伊豆の海女は8～10ｍのマクサ群落を素潜りで採取している。海藻サラダにしている赤い海藻トサカ
ノリは、暖海性の海藻で、伊豆七島や土佐湾が産地である。トサカノリは、深いところほど濃い紅色に
なるので、水深10数ｍの岩礁に単一藻場をつくっているところが、良い漁場となっている。トサカノリ
の採取に適した期間が限られているで、最近はダイビング装置を付けて採取をしている。

写真1 　天草（マクサ）単一群落　　　　　　　　　　　　　写真２　カジメ群落

　このように大型海藻の繁茂域より深いところにも海藻が多く繁茂していることは、今後の藻場造成
には知っておく必要があろう。
　1990年代に、マリノホーラム２１の事業で、豊後水道の大分県沖の岩礁地帯で、自然界の藻場
カジメ類群落を深いところまで拡大する試験を行われたことがある。集光装置を置く浮き台を設置
して太陽光を集光させ、パイプを通して水深約20ｍほどのところで光を拡散させた。カジメは多年生
であり、成体になるのに2～3年はかかるので、集光した区域は、小型海藻が繁茂して岩盤を覆い、
目的とするカジメ群落の拡大にはいたらなかった。また、海藻の生育に効果が光効果のある範囲は
予想外に狭かったので、事業化には結び付かなかった。土佐湾の入り江の浦ノ内湾も同様に集光
した太陽光を海底に拡散させる試験が行われた。この試験ではプランクトンや微生物の生育には
変化がみられた。
　今まで、浅海域の岩礁地帯に藻場を作ろうと試験が行われてきたが、水深30～40ｍと、少し水深
の深いところまで、藻場を作る範囲を拡大することを検討することも必要であろう。
　求める海藻は大型海藻ではなく、天草類やトサカノリに類じた小型紅藻類であれば、十分な生育
領域である。イセエビ類の幼生域は、紅藻の藻場と言われている。予測ではあるが、カニ類の幼生は
深所の紅藻の藻場で幼生期を過ごし、成体になって、さらに深い砂地に移動するのかもしれない。
小型海藻群落も、十分に魚介類の産卵場や保育場の役割を果たしていると思う。
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　また深所の藻場は、単一群落を形成するので、人間にとって有用な海藻が見つかれば、それら
藻場が有用海藻の増殖場になる可能性がある。　写真3は水深15ｍに設置された鋼製漁礁に
大型藻類が繁茂した例で、低明度の高いところでは水深15ｍでも大型藻類が生育している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他事例として、光環境から生育限界
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を推定できる可能性や水中の光環境と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藻類との関係について、坂西芳彦等は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本海沿岸の褐藻ナガコンブ、アマモが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20ｍを超える水深に生育していること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から、佐渡島両津湾における海草群落
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下限水深等の研究の中で＊水深２０ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～２５ｍの海域に光量子束密度を測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しながら、水深20ｍ以深での生育環境
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に新しい知見を開いている。
　写真4は両津湾における、水深２２．６ｍでのアマモであり、図5は両津湾のアマモについて、
国内及び海外での限界水深から得られたデータを消散係数との関係について回帰式を求めたもの
である。　　　　

写真３　鋼鉄漁礁に着生した大型藻類群落写真３　鋼鉄漁礁に着生した大型藻類群落
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写真４　両津湾アマモ　　　　　　　　　　　　図５アマモ限界水深調査事例

３．人工照明による生育環境
　　海藻草類の生育に必要な光環境並びに生育限界水深について、文献から得た情報について述
　べてきた。近年植物工場などで太陽光と同じスペクトルを出す照明器具の発達やＬＥＤなど人工
　光源を用いて植物を育成させる研究が進んできており成果を上げている。白色ＬＥＤは植物全般に、
　また特定の植物育成には赤や青などの特定波長を用いることで生育を早めるなどの研究がある。
　　一方で、ＬＥＤ照明を用いた海藻育成実験・研究にも成果が得られており、例として、村瀬　昇
　らによるＬＥＤ照明家で野アラメの配偶体の成長と成熟結果では蛍光灯（2014村瀬昇）、同じく
　ＬＥＤ照明下で野トサカノリの成長と光合成では緑色ＬＥＤ，蛍光灯（2012 村瀬　昇）、ワカメ
　配偶体の成長と成熟など多くの研究があり、グリーンＬＥＤや白色蛍光灯の順に成長に有意な差
　が見られ、赤色LEDは低かったなどの報告がされている（2018村瀬　昇）。
　　LＥＤに限らず近年、漁業よ用いる照明器具に著しい発展が見られることから、前述の海藻藻類
　生育における大水深下での光環境改善について大いに期待できる状況にある。
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４．将来構想およびまとめ
　　マリノフォーラム21や海洋産業研究会では日本における洋上発電調査をはじめ海域の有効利用
　問題について検討してきた。海外においても洋上発電周辺の海洋牧場化などの構想も上げられて
　いる。これ等イメージを以下に示した。
　　人工照明を用いた藻類の光合成研究から補償深度を変えられる研究もされだした。大水深下で
　人工照明を有効に活用した藻場育成環境が整えば空間に付加価値も生まれ、漁業振興としての
　可能性も生まれてこよう。時間的に変わる透明度や太陽高度などにもより変わる補償深度情報を
　衛星「みちびき」等に送り、AIにより人工光源の調整、その他水中ドローン情報による藻類管理、
　水産養殖の管理なども含めIT、AIによる海域総合管理技術開発を通じた、スマート海洋牧場への
　発展につながることを強く期待している。
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図6　マリノフォーラム21　ＬＥＤによる藻場造成構想

●目的　　～技術開発の概要～
　光が届かない海底環境に光（藻類の生育に適した赤色・青色のLEDランプなど
　の利用）を与えることにより、透過度が低い海域においても、藻場の造成を行う。

アマモ場　　　　　　　海中LEDランプの実例※　　　　アラメ他岩礁性藻場　

※太陽エネルギーを活用した漁場環境改善システムの開発に関する研究報告書
　平成17年3月　社団法人マリノフォーラム21　ほかより


