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（趣旨説明１・コラム１）

　　　　　　　　　「海の森づくり大会」挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京海洋大学長　岡本信明
　

　
　　魚類の増養殖を通じて、海の恩恵を強く意識する者として、「海の森づくり：第４回こんぶサミット」
　の開催の意義を再確認するとともに、この取組みが益々の成果を上げられることを願っております。
　
　　本シンポジウムの趣旨にありますように、「海」が今ほど注目されている時代はなかったのではない
　でしょうか。「国連海洋法条約」が制定され、我国でも「海洋基本法」に基づき、昨年には新たな「海洋
　基本計画」が閣議決定されました。
　　人類の共有財産である海を「知り、守り、利用する」ために、私たちひとり一人の具体的な行動が求
　められています。
　　海の森づくり推進協会が展開する「海の森づくり」は「里山」「里海」運動につながるものとして、我国
　ばかりでなく、世界から注目されています。
　
　　海と陸というような、単純な対比で海という言葉を使いがちですが、現実の海は異なる水環境の
　連続体であり、100の場所には100の海があることをベースにすえておく必要があります。最終的な
　現象としては同じように見えるものであっても、100の海には100の異なる原因があり、100の処方箋
　が必要であるかもしれないとの考え方は、直前する問題を解決していくときの助けになるのではない
　かと思っています。

　　「海の森づくり」が目指す「特徴を生かしつつ、賢い海の利用」の実現に向けた「海の森づくり」が
　国民の認識を高め、津々浦々で具体的な取組みとして結実する日が来るものと確信し、簡単ですが、
　挨拶とさせていただきます。

プロフィール

（ご挨拶）

岡本信明（おかもとのぶあき）
　　昭和２６年、名古屋市生まれ　　　　専門分野：魚病学
　　昭和４９年、東京水産大学卒業
　　平成８年、東京水産大学　教授
　　平成16年、東京海洋大学　副学長
　　平成24年、東京海洋大学　学長

平成26年６月１日

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- 1 -　2002.11.8 
公共事業で「コンブ海中造林」―コンブの森で海を救う　コンブの森に魚が舞う　生命溢れる海中林　
                                                                                         海を浄化し、産卵と稚魚のゆりかごに―　
磯焼けに苦しみ、漁獲が全国的に急減している日本の海を救おうと、コンブの人工増養殖計画が国や
県の公共事業の後押しも得て、壱岐でも始まろうとしている。
コンブ海中造林はCO2･窒素･燐を吸収し、酸素をだし、海を浄化し、天然の藻場を活性化するばかり
でなく、産卵場や浮遊生物の付着基盤となり、現地の生態系を多様化し、稚魚のゆりかごになり、増殖
に貢献し、海を救う。まさに、水産の要である。必要なことは、適当な時と所で、ロープに種をつけて、
海中に垂らすだけである。12月の養殖を始めると翌年の3～6月に収穫が出来る。成功すれば、収穫した
コンブをアワビやウニの養殖の餌として高収入につなぐ展望もある。五島出身の国会議員山田正彦氏
の紹介で去る11月3日に鹿児島大学の松田惠明教授が来島して、3組合長他約70人に具体策を説明した。
将来的には、壱岐の島の周囲を、ぐるりとコンブの広大な海中の森が取り囲み、魚の天国となることも夢
ではなさそうだ。

　　 海の森づくり第4回こんぶサミット
PART １　海の森づくりの過去･現在･未来
　　　　　　【趣旨説明】

　「海の時代」に入りましたが世界の海洋秩序は定かではなく、世界の環境・食糧・医療・安全保障等
問題は深刻さを増しております。そのような時代に対処するために日本では最近、海洋基本法が制定
されました。それは、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全確保、科学的知見
の充実、海洋産業の健全な発展、海洋の総合的管理と国際的協調を基本理念とし、「我が国の経済
社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献すること」を
目的としています。海との賢い付き合いも長い日本には、その海洋基本法の理念と目的に沿った「海」
を特徴とする国際貢献が期待されています。しかし、日本の沿岸の磯焼けは顕著で漁村は高齢化と
後継者不足に直面しています。そこで、私達は環境・水産再生の鍵である藻場の重要性を認識し、小
規模で小回りが効く「種糸100ｍ運動」と「硫酸第一鉄」を使った海洋施肥試験からなる「海の森づくり」
を全国展開し、ITはじめ、シンポジウム・サミット・講演会・出版・研修ツアー・体験教室等を通して一般
市民との連携の場を広めてきました。
　当協会の活動である九州を中心とするマコンブの冬季養殖を中心とした「海の森づくり」は水産増殖
に繋がる養殖技術で、持続的な磯やけ対策に繋がり、6次産業化へむけたアワビ等の餌を含む生産物
利活用、漁村での勉強会という場づくりによる実質的な人材育成等による漁村活性化を促進しようと
するものです。そのマコンブは、全て1年生の促成栽培種で、柔らかコンブと呼ばれ、北海道産昆布とは
異質です。平成25年には、北海道の昆布の生産も大幅に減少し、将来の展望が危惧されています。
また、東日本大震災後、三陸の海藻養殖業も大きな痛手を被り、市場では、中国や韓国からのコンブ・
ワカメ等の輸入がどんどん拡大しています。
　当行事はこれまでの「海の森づくり」の総括を踏まえ、これからのあり方を模索するものです。

【趣旨】

【目的】
当協会が勧める「海の森づくり」は人工的かつ効率的な藻場づくりに貢献するもので、日本の特徴を生
かしつつ、国際貢献に繋がる賢い海の利用に対して1役を担うものです。当行事は、このような「海の森
づくり」対する国民の認識を高め、循環型社会の構築に貢献することを目的とします。

【目標】
水産の基本は漁村にあり、漁村環境は多様で、それぞれの漁村にあったシステムを作ることが必要です。
1994年に鹿児島で始まった当協会前身のマコンブ種糸の斡旋量は、2002年の当協会発足時の年間
1,200mに伸び、今は16,000ｍ余まで伸びました。Part Iでは漁業者の努力を再評価し、6次産業化と結
びつける道筋を模索したい。
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（目　次） （午前の部・コラム２）

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- ２ -　2010.2.5 
壱岐で磯焼け回復の大規模実験を―石灰藻を落としコンブとカジメで―（対談）農林省副大臣山田正彦氏・東部漁協長浦田俊信氏。
全国的な重大問題となっている磯焼け問題解決のために、壱岐を舞台にコンブやカジメなどの海藻の大
規模な海藻の養殖実験をしてみようという計画が浮上した。8年前の2月に山田正彦議員主催の「海中に
コンブの森を作ろう」という講演会が壱岐文化ホールであり、東部漁協がすぐ手を挙げ、当誌も注目して
ずっと追いかけてきました。振り返れば感無量です。
浦田「副大臣就任おめでとうございます。大願成就ですが、沿岸漁業再興のため是非お力を」
山田「こちらこそどうもありがとう。零細な沿岸漁業を大切にする政治にします。長崎の海を大事にしたい
とも念じている。壱岐の東部漁協ではコンブの森を作って海女さん80人も健在。対馬の豆酘で磯焼けで
岩にこびりついた石灰藻をコンプレッサーで落とす“海の掃除”を頼んだところ、この石灰藻は簡単にはが
れ、はがれた所には確実に海藻が生える。」
浦田「いったん磯焼けしたところは、自然石や漁礁をいれても海藻はつかない。」
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コラム　「壱岐日々新聞特集」　- ２ -　2010.2.5 
壱岐で磯焼け回復の大規模実験を―石灰藻を落としコンブとカジメで―（対談）農林省副大臣山田正彦氏・東部漁協長浦田俊信氏。
全国的な重大問題となっている磯焼け問題解決のために、壱岐を舞台にコンブやカジメなどの海藻の大
規模な海藻の養殖実験をしてみようという計画が浮上した。8年前の2月に山田正彦議員主催の「海中に
コンブの森を作ろう」という講演会が壱岐文化ホールであり、東部漁協がすぐ手を挙げ、当誌も注目して
ずっと追いかけてきました。振り返れば感無量です。
浦田「副大臣就任おめでとうございます。大願成就ですが、沿岸漁業再興のため是非お力を」
山田「こちらこそどうもありがとう。零細な沿岸漁業を大切にする政治にします。長崎の海を大事にしたい
とも念じている。壱岐の東部漁協ではコンブの森を作って海女さん80人も健在。対馬の豆酘で磯焼けで
岩にこびりついた石灰藻をコンプレッサーで落とす“海の掃除”を頼んだところ、この石灰藻は簡単にはが
れ、はがれた所には確実に海藻が生える。」
浦田「いったん磯焼けしたところは、自然石や漁礁をいれても海藻はつかない。」
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（基調講演１）

海の森づくりー過去・現在・未来ー
高知大学名誉教授　　　大野正夫

昔の藻場
　　「海の森」と言われるものは、河口や内湾の少し淡水が混ざった気水域の小石混じりの砂地に繁茂する
　海産種子植物群落（アマモ場）と岩礁域に繁茂する大型褐藻類群落（コンブ、カジメ、アラメ、クロメとホ
　ンダワラ類）で、水産用語で「藻場」と呼ばれている。藻場は魚介類の産卵場や稚魚の保育場として、漁
　業者は昔から大事にしており、多くの漁協では、このような群落のかなり広い面積を水産資源保護水面
　として漁業禁止区域に定めることにより、「藻場」を守ってきた。
　
　　これらの海の森のなかでアマモ場は、温かい海では葉長30ｃｍほどのコアマモが多く、瀬戸内海、
　三河湾や東京湾では1ｍほどのアマモが主要な種となっており、関東から北方、北海道のサロマ湖では
　１ｍ以上になるスガモが広く繁茂している。東北地方から北海道のアマモ場は小魚やプランクトンが増
　えてホタテ貝の養殖が盛んに行われている。アマモ場は、船上からも確認できるので藻場の衰退は容易
　に観察できる。アマモ場は年により大雨、水温の極端な変動がある時に貧弱になるが、翌年には回復し
　やすい特性がある。これはアマモの繁殖は種子とともに地下茎での繁茂が著しいので安定した群落を
　維持できた。そこで、昔は特にアマモ場の造成は、漁業者は行わなく環境の悪化に気をつける程度で
　あった。

　　ホンダワラ類は2~4 mの背丈になり漁業者は“もく”と呼んでおり、産卵場、保育場とともに、浮き袋（気
　胞）を持っている特徴からホンダワラ類は岩から流出して流れ藻になる。流れ藻はサンマの産卵場、ブリ
　や多くの種の稚魚のすみかとなる。海のオアシスと呼ばれており、水産資源の維持には重要な役割を果
　たしている。ホンダワラ類藻場は、環境変動に強く、多くのところでは1960年代以前は、増え過ぎた時に
　船のスクリュウにからまるので刈り取りをすることを行っていて、航路外に水産保護海面を決めることを
　していた。

　　コンブ類とカジメ類は、食用やアワビ、サザエなどの餌料となるが、海流変動、特に黒潮に影響される
　沿岸は、年変動が著しく、黒潮の変動で水温の上昇した年は、特にカジメ類の繁茂が減少し、約12年周
　期で変動するという報告もある。昔から繁茂密度が減少したところに、成熟期の母藻を石にくくり投入す
　る方法、ほかの海藻（雑草）を駆除、爆破して新たな裸地を作ることなども行われたが、磯掃除や爆破は、
　現在は行われなくなった。

　　このように1960年代以前は、藻場の管理は水産試験場から指導を受けながら漁業者自身が行って
　きたので、古い水産関係の試験報告には藻場造成の記載はほとんどない。

　

1970年代から現在の藻場と藻場造成
　　水産庁の水産研究所、各県の水産試験場や多くの大学で、1960年代の藻場にもどす藻場や藻場
　造成の事業が行われるようになったのは、1970年代に入って高度経済成長期に沿岸の埋め立てが
　始まり、瀬戸内海や東京湾でアマモ場が消えてゆき、漁港・防波堤事業による濁水と産業排水のため
　アマモ場、カジメ藻場の衰退が漁業者から知らされたことによる。1980年代後半は、黒潮の影響もあ
　り藻場が衰退し石灰藻が岩を被いピンクになる磯焼けが各地で報告されて、水産庁が全国的な藻場
　の実態調査を始めて、多くの海藻（海草）の研究者が藻場調査や藻場造成に係るようになった。特に
　1998年に太平洋側沿岸では、夏季に高水温になり、広い範囲でカジメばかりでなく、ホンダワラ類も
　枯れて磯焼けが広まり、全国の水産関係の試験・研究機関や海洋土木会社で、人為的な藻場造成事
　業が行われるようになった。さらに、現在の海の森の変化は地球温暖化の現象として考えられている。
　温暖化により暖海性の食害動物が増え、温帯系のカジメ類やホンダワラ類が減少し、暖海性のホンダ
　ワラ類に繁茂してきて、海藻植生が変化しつつあると言われている。最近は、温暖化と関連して、海水
　の浄化、窒素、燐、CO2の軽減対策として藻場の役割も高く評価されてきている。
　
現在の藻場造成の実例
　　アマモ場の造成は、種子を撒く方法と地下茎を移植する方法が一般的であり、アマモ類を食する魚
　介類がいないので、この方法で瀬戸内海や東京湾では、いくつかのところで消失した区域の代替えに
　造成した区域で、新たなアマモ場が再生した事例が報告されている。
　　ホンダワラ類は、ウニ・貝類、暖海性アイゴやブダイなどの魚類が食するので、成熟した母藻の投入
　（スポアバッグ法）・幼体の移植やウニ退治が行われてきたが、これらの動物の食害にあって成功しな
　い事例が多く、また、いままでに生育していなかった暖海性のホンダワラ類のキレバモクが侵入して
　おり、従来のホンダワラ類の活力が弱ってきている。
　　コンブ・カジメ場は、暖海性の魚類のほか、特にウニによる食害が多く、母藻の投入や人工的にカジ
　メの胞子を合成基質に付着させてタンク培養を行い種苗生産し、葉体が数cm以上になったものを、
　基盤にとりつける方法などが試みられているが、やはり、成功例が少ない。ウニの大規模な駆除や大型
　海藻の藻場造成法としてホンダワラ類とカジメ類などを混合移植して、「海の森」のバランスを図ること
　が大事であることも指摘されている。

海の森の未来
　　沿岸魚介類資源の減少は藻場の減少と関連しており、対策に水産庁や各地の水産研究機関が回復
　事業を行っているが、大型褐藻類藻場の回復方法が、まだ、完全に確立されるとは言えず、成功例が少
　なく温暖化による変化に合わせた取り組みが必要である。暖海性の生物を漁獲して水産物として取り
　上げ、各地で異なる沿岸生態系のバランスを整える総合的な藻場造成の検討することが急務ではない
　かと思われる。
　　現在、消失した岩礁地帯には海岸構造物が設置されており、これらを藻場の基盤とする新しい藻場
　づくりも積極的に行う必要がある。関西空港の周縁の傾斜護岸には、大きな藻場が形成されている。
　2010年の調査で関西空港の護岸の藻場面積は、大阪湾全域の18％を占めていると報告されている
　（2014、米田他）。藻場造成には、多くの漁港や防波堤を藻場にする計画を繰りこむことが必要であろ
　う。これらの藻場は人工海岸構造物造成の実施後、数年後に形成されている。未来の藻場造成は新し
　い発想と大規模な構想が必要である。

プロフィール

（基調講演１　つづき）

1968年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了、農学博士、高知
大学海洋生物教育研究センター教授。2003年3月に定年退職、名誉教授。
研究分野は海藻生態学、藻場造成、海藻類養殖技術、熱帯産海藻類の
生態学。
主要著書は海藻資源養殖学（共著、緑書房）、
21世紀の海藻資源（編著、緑書房）、有用海藻誌（編著、内田老鶴圃）
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プロフィール

（基調講演１　つづき）

1968年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了、農学博士、高知
大学海洋生物教育研究センター教授。2003年3月に定年退職、名誉教授。
研究分野は海藻生態学、藻場造成、海藻類養殖技術、熱帯産海藻類の
生態学。
主要著書は海藻資源養殖学（共著、緑書房）、
21世紀の海藻資源（編著、緑書房）、有用海藻誌（編著、内田老鶴圃）

カ ジ メの 育 成



（基調講演２）

　　　　　これからの「海の森づくり」
～海藻と養魚と人との共生・循環・再生をめざして～

鹿児島大学水産学部養殖学分野教授　　門脇　秀策

　これからの海面養殖業は、海藻と養魚と人との共生・循環・再生をめざした環境と調和した養殖がポイント
です。「青い豊かな海を子孫に残す海の森づくり」は私たちの使命です。

１．環境負荷の高い単一養殖、赤潮や魚病、低酸素の発生
　従来の養殖は一種類の魚だけを育てる「単一養殖」が主流でした。その場合、養殖魚による水中酸素の
消費と二酸化炭素の負荷、さらに糞尿や食べ残しの餌からチッ素やリンなどの栄養塩が海水に溶け出し、
海水が富栄養化してしまいます。これが原因で赤潮や魚病、低酸素が発生し、魚の大量死や自家汚染などの
問題を引き起こします。八代海南西域における2002年の魚類養殖によるチッ素負荷量は、海藻養殖による
チッ素浄化量の700～2,600倍に達していました。

２．養魚場周辺に海藻の森を造林する環境保全型複合エコ養殖
　「環境保全型複合エコ養殖」とは、
養魚場周辺で海藻や貝類を栽培養殖
して水質を浄化し、生態系のバランス
を整えると同時に、その海藻を魚介類
の餌として利用する養殖技法です。「エ
コ養殖」の「エコ」には、「エコロジー（自
然）」と「エコノミー（人間）」との調和の
意味がこめられています。
　この複合エコ養殖は、養魚生簀周辺
でマコンブ、ワカメ、アオサ、ミリン、カジ
メなどの海藻を周年にわたって海中造
林、栽培することがポイントです。図１
のように、養魚から排出される糞尿や
残餌から溶け出したチッ素やリンなど
の栄養塩は海藻が吸収します。海藻に
は病原菌や赤潮を抑制する作用もあり
ます。最近、Heterosigma akashiwo赤潮
を破壊させず運動を停止させるアオサ
の適密度は6～10 kg 湿／m3である
ことがわかってきました。育った海藻は
アワビ、ウニやブリ類、マダイ等に餌とし
て与えます。アワビの養殖カゴにはナマ
コを共生させて、アワビの糞を餌として
ナマコも養殖できます。

　

３．養魚面積と同面積以上の海藻栽培で浄化が可能
　海藻がチッ素を吸収する能力を調べた結果、魚類養殖面積と同面積以上の海藻栽培を行った場合、
魚類養殖量に見合った水質環境の浄化が図れることが分かってきました。ただし、最も効率よくチッ素を
吸収するアオサでも、養殖場から出るチッ素、リンの負荷を完全に吸収するには、養魚場の面積の2.5倍
の広さが必要であり、海藻だけで完全に吸収することには難点があります。
　しかし、養魚場の富栄養化
に応じて海藻栽培を実施する
ことは、富栄養化の改善、酸素
の供給に効果があります。
つまり、環境への負荷を減ら
すと同時に、養殖魚の餌食い
を活発にし、水質管理に不可
欠な酸素を供給することが
可能なシステムなのです。
　図２は養魚生簀の周囲で
マコンブやワカメ等を海面
から垂下して栽培する例です。
海藻の栽培層は、海藻の生長
と生簀内への海水交流を妨
げないことを考慮して、海面
から４ｍ層まで垂下してい
ます。生簀の周囲にはマコン
ブの種糸を10 cm間隔で差
し込んだ４ｍの幹綱を１ｍ
間隔で垂下します。これに
よって、マコンブが3.2ｔ生産
され養魚に伴うチッ素負荷量の約30％が浄化されます。

プロフィール

（基調講演２　つづき）

浅海養魚場におけるこれからの「海の森づくり」は、環境負荷の高い単一
養殖によって発生する赤潮や魚病、低酸素を予防するために、養魚面積と
同面積以上の海藻栽培で水質浄化が図れることが分かってきたことから、
C, N, Pを循環させる環境と養魚と人間にやさしい環境保全型の「複合エ
コ養殖技術」をご理解いただきたい。。

図１．環境に優しい複合エコ養殖
　環境保全型複合エコ養殖は、水質浄
化によって健康な魚を育てるだけでなく、
海藻を魚介類の餌としてリサイクルする
ことによって、さらに生産性が高まるので、水質環境の浄化保全と持続的な養殖産業の両立が可能な方法です。

４．より付加価値の高い養殖を目指して
　複合エコ養殖で生産されたアワビやナマコは、乾物として出荷することで、常温での長距離輸送や長期
保存が可能になります。さらに今年、生鮮アワビに広東料理の味付けをして秋田県白神そだち「白神あわび」
として、国際線空港で販売する６次産業を起業しました。
　さらに、メガイアワビを養殖する際に核を入れると４～５カ月間で半形真珠、約１年で真円真珠が作れる
ことも分かりました。真珠を収穫した後の貝殻は、螺鈿（らでん）細工の原料として有効利用できます。より高い
付加価値を生み出す「複合エコ養殖」は、地域の雇用の増大も期待できます。

５．環境にも養魚にもやさしい技術の開発・改善をめざして
　これからは、海面養魚場の再生へむけて、養魚場内外での海藻の周年栽培、藻場造成、海藻バイオマスの
再利用（系外排出）や系内循環による利用を促進する具体的な対策が急務です。環境保全型複合エコ養殖
は、水質浄化による環境保全と健康な魚を持続的に育てる養殖産業の両立が可能であり、時代のニーズに
合った方法です。
　鹿児島県東町漁協では、2000年に「魚類養殖漁場近辺における海藻養殖を推進し、魚類と海藻の養殖場
面積を1：1以上に増やすよう努力する」ことを決議し、複合エコ養殖を養殖漁民自らが実践・努力しています。
また、天草市御所浦町では、マコンブとワカメの種糸をそれぞれ青森市水産指導センター及び島原市の吉田
水産から12月下旬（20℃以下）及び11月下旬（21℃以下）に入手しています。
　環境と養魚の両方に優しいこれらの取り組みを、生産者、水産関係者、消費者の皆さんにご理解いただき
たいと願っています。
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合った方法です。
　鹿児島県東町漁協では、2000年に「魚類養殖漁場近辺における海藻養殖を推進し、魚類と海藻の養殖場
面積を1：1以上に増やすよう努力する」ことを決議し、複合エコ養殖を養殖漁民自らが実践・努力しています。
また、天草市御所浦町では、マコンブとワカメの種糸をそれぞれ青森市水産指導センター及び島原市の吉田
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（基調講演３）

愛媛県立宇和島水産高校における環境教育の実践
愛媛県立宇和島水産高等学校　　教諭　喜多川　浩史

１　宇和島水産高校における環境教育の目的
　　本校の学習は、そのフィールドとなる地球環境や海洋環境、そして、エネルギー問題を切り離しては
　成り立たない。海洋観測や海の清掃活動を通して、地球環境問題への認識を深め、その保全や改善に
　実践・行動できる人間力を向上させること、そして、環境に対して宇和海は元より世界規模で見つめる
　ことができる力を養うことを目的としている。
　　目標を達成するために、以下の７つの取り組みを実践している。
　　　①宇和海における海洋観測の取組                  ②水高ブルーカーボンプロジェクトにおける取組
　　　③生物調査による環境の評価による取組        ④研究活動による取組　
　　　⑤環境の啓発活動による取組　　　　　　　⑥海の奉仕活動による取組
　　　⑦リサイクル・節電・節水への取組

　　これらの取組（エコアクション）を行うことにより、環境保全分野や環境保全型の水産業に貢献できる
　力を育成することをねらいとした。また、継続的な調査や研究を通して、課題発見・解決型の能力が育成
　することも目標とした。更には、小学生などを対象に「海」や「魚」が好きだという気持ちを育むため、地域
　イベントに参加し、啓発活動（地域域貢献活動）を実施した。これらを通して、教えることの喜びや難しさ
　を体験し、エコアクションの重要性を再確認させるとともに、様々な年代の方々に環境や水産業に対する
　意識を高揚させることもねらいとした。
　　本発表は、NPO法人「宇和海に緑をひろげ環境を守る会」の御支援を受け、実践してきたコンブ培養
　等の海藻類による「水高ブルーカーボンプロジェクト」の教育効果を中心に、本校における環境教育の
　実践についてまとめた。

２　水高ブルーカーボンプロジェクトにおける取組
　　ブルーカーボンとは、海洋生物により取り込まれる二酸化炭素のことを示し、陸上植物等のグリーン
　カーボンと共に非常に重要とされている。本校では、コンブやアナアオサを培養することにより、二酸化
　炭素を吸収するとともに、養殖場等から排出される残餌や排泄物由来の栄養塩類を吸収させ、漁場環
　境の浄化を図る環境保全対策を行っている。
　　コンブは、高水温下では生息できず腐敗するため、宇和海等の南方系海域では、12月に種付けした
　コンブを6 月までに収穫する必要がある。このため、栽培されたコンブは、生態系を乱すことなく漁場
　環境を改善することが可能となることが利点である。本校では、宇和海浄化におけるブルーカーボンの
　取組を行うとともに、収穫したコンブやアナアオサによるブルーカーボンのためアワビ養殖の取組を
　実践した。また、上述のNPO主催の「コンブ収穫祭」や「コンブ種付け」に参加し、ブルーカーボンへの
　取り組みを市民の方々に伝えることができた。

　

　　これらの取り組みを環境分野だけでなく、ビジネスに活かすことで環境保全活動を推進できないか
　と検討し、ビジネスプランについて研究した。それらを日本政策金融公庫主催の「高校生ビジネスプラ
　ン・グランプリ」に「宇和海からの贈り物　～水高育ちのエコなアワビ～」を主題で応募した結果、最優
　秀（グランプリ）を受賞した。（平成26年1月）

　内容については、以下に述べる。
　本校は、地球温暖化防止のための水高ブルーカーボンプロジェクトを行っている。ブルーカーボンとは、
　海洋生物による二酸化炭素の吸収のことで、国連環境計画UNEPの報告では、地球上のすべての生物
　が固定する炭素のうち、55%は海洋生物が吸収する二酸化炭素によるとされている。したがって、コンブ
　やアオサなどの海藻類を海で養殖することで、海中の二酸化炭素を吸収し、「地球温暖化」の抑制につな
　げるとともに、赤潮の原因の１つである「海の富栄養化」を防ぐことを目的とした取り組みである。そこで、
　収穫した海藻類を餌としてアワビ養殖を行うことにより、①地球温暖化の抑制、②海の富栄養化の防止、
　③アワビ養殖の餌代の削減を図ろうという考えである。さらに、育てたアワビを販売することによって、
　お客様に水高ブルーカーボンプロジェクトについても知っていただき、地球環境のことや、エコな養殖
　について考えてもらえる場としたい。また、地域に新たな産業ができれば、水産業の担い手の活躍の場
　が増え、新たな雇用につながればというプランである。
　
３　成果と今後の課題
　　宇和海の海洋観測への取組を継続的に行い、宇和海の環境をみつめることができた。
　生物調査による環境の評価による取組においては、水生生物による水質調査、河口干潟域における生物
　調査、宇和海等の水生生物調査から生物学的視点で水域の環境を評価することができた。したがって、
　水高ブルーカーボンプロジェクトを含めた７つの取り組みを行うことにより、海域の環境をより身近に
　感じ、自然環境や環境分野に対して生徒の興味・関心を喚起することできた。
　　さらには、環境の啓発活動による取組では、地域イベントや文化祭を通して様々な年代の方々に環境
　や食育について興味関心を喚起することができた。特に、小学生や幼稚園児に対して、「海」「環境」「魚食」、
　そして「命の大切さ」について伝えることができた。
　　このような活動を継続させることによって、本校の教育目標の柱である環境保全分野や環境保全型
　水産業に貢献できる力を徐々に育成することができているのではないかと考えている。
　　今後も、様々なアプローチを行うことにより、水産業や環境分野に寄与できる次世代の人材を育成
　するために、幅広い視野で継続的に実践していきたい。

４　謝辞
　　本校における環境教育の実践に対して、NPO法人「宇和海に緑をひろげ環境を守る会」（愛媛県宇和
　島市）に御指導・御支援を賜った。また、国立大学法人鹿児島大学水産学部養殖学分野　門脇秀策教授
　には、アナアオサの譲渡と「アワビと海藻とナマコの複合エコ養殖」についての御講演・御指導を賜った。
　　また、アワビの種苗生産技術では、愛媛県農林水産研究所水産研究センターに御指導を賜った。
　　さらには、平成25・26年度「環境のための地球学習観測プログラム」（GLOBE)（文部科学省）及び平成
　25年度「エコハイスクール推進事業：環境教育ハイレベル研究推進校」（愛媛県）の研究指定をいただき、
　御指導を賜った。
　　物心共に御支援を賜った関係各位に厚く感謝を申し上げます。

プロフィール

（基調講演３　つづき）

近畿大学農学部水産学科　
　（水産増殖学専攻：近畿大学水産研究所）　卒業
　現在、愛媛県立宇和島水産高等学校に教諭として勤務。
　水産増殖科長・サッカー部監督
　E-mail　 kitagawa-kouji@esnet.ed.jp　
　勤務先：愛媛県宇和島市明倫町1-2-20：電話番号0895-22-6575

種付け時のコンブ（12月）　　　収穫したコンブ（3月）　　メガイアワビへのアナアオサの給餌
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（生産物の展示試食会説明１）

冷凍生鮮コンブの液化物による人及び魚への保健作用について 壱岐産こんぶの生薬的効果について

㈱久原水産研究所　代表取締役　技術士（水産）久原　俊之 ㈱久原水産研究所　代表取締役　技術士（水産）久原　俊之

１、取り組み経過
　会社設立の動機は、平成16年に長崎県内の漁協から依頼された養殖コンブの有効活用に関する研究が
　出発点です。社の業務は、人と魚の健康食品の製造・販売と養魚技術のコンサルタントが主なものです。
　商品は、平成17年に人の健康食品「サンサン昆」を、平成22年には養魚用サプリメントの「Mix液昆」を開
　発し届出を済ませ、特許を取得して商品化しました。
　現在の販売額は、両方で年間1千万円少々と伸び悩んでおります。

２、保健作用のチェック
　健康食品の保健作用で人の場合は、愛飲者から提供される医療機関の血液検査の結果を参考に、また、
　養魚の場合は、公的機関の支援で行われる血液検査の結果と自社が行う解剖所見を参考に確認しており
　ます。今日までに明らかになった作用は、肝機能に関する検査値のGOT（AST）、GPT（ALT）、γGTPの値が
　基準値の範囲へ戻る程度と炎症反応のCRPの値が基準値以下へ下る状況についてであります。
　養殖魚のトラフグでは、人の場合以上に顕著な作用が現れており、数年前まで異常と思われた肝機能に関
　する値が、Mix液昆を与えるようになってからは人の正常値と殆ど同じ値が確認されるようになり、生産者
　に大変喜ばれています。
　人への有効作用については、薬事法等の関係で詳細な作用説明は出来ません。しかし、ポスターに示す
    通り、開発者自身が驚くような内容の体験談・情報提供を頂いております。

３、作用機序の解明
　養殖コンブが主原料の健康食品では、保健作用が含有成分の相乗作用によると考えられるため、機序の
　解明は容易ではないようです。しかし、含有成分の個々の作用については多くの知見が発表されており、
　一定の予測は可能です。されど、健康食品自体の作用機序の証明にはならないでしょう。
　我が社では、国庫の支援を受けた年度には、長崎県立大学の研究者へお願いして解明に取り組みました。
　結果は、人の免疫細胞の賦活化を示唆する作用と、動物試験で肝組織の中性脂肪の軽減作用が解明され
　ました。
　更なる解明を行うためには、多額の研究費が必要となり、当社の資金力では対応出来ないと判断されました。
　残された手段は、生薬が発見・利用されて来た経緯同様に、開発者自身が副作用の出現に注意しながら、
　有効性を追究して関係者へのご理解に努め、一般に普及していく以外に策は無いと考えております。

４、補足
　生薬の発見と同様に開発の時から、自らが行う臨床試験で良い結果が得られ、私は、近年風邪も引きませ
    んので、自称：（健康優良老人）と自負している次第です。

壱岐の海が育てた養殖こんぶの特性と含有成分の保健機能について、私の研究知見をご紹介します。

１、壱岐産こんぶの成分特性等
　①海藻類は、産地、収穫時期、種類によって含有成分量に大きな差があるようです。
　②壱岐産こんぶは、栽培期間が約６ケ月間と短いため、組織が軟弱であり、煮込むと直ぐに柔かくなります。
　③生薬的作用が期待されるミネラル類、フコイダン等の多糖類が次の表の通り、北海物に比べ1.2～1.9倍
　　多く含まれています。

　④養殖こんぶは、旨味成分が少なく軟弱で厚みがないため、一般的に商品価値は無いものと評価されま
　　した。
　⑤特性を詳しく調べ利用方法を研究すると、欠点が好条件となり有効活用が可能と判断されました。
　
2、生薬の歴史と近代薬学での位置付け
　①生薬は、人類の病との長い戦いの中から、自らの臨床試験を通して見つけ出されたもの、とされています。
　②生薬の有効成分は一つではなく、多くの成分が相乗的に作用して効能を発揮する、とされています。
　③約2,200年前の中国は秦の始皇帝以来、不老長寿の仙薬とされたアワビと、日本では元禄時代に評価
　　されたこんぶが含まれていません。
　④現在、承認登録されている生薬約180種の中で、海産由来はカキ殻、寒天、真珠貝殻等の数種しか見当
　　りません。
　⑤根こんぶの真水浸漬液が血圧の降下作用を持つことは、周知の事例でした。しかし、塩分とヨウ素の過剰
　　摂取障害が報じられると、いつの間にか忘れられてしまいました。

３、海藻の超能力を人の保健に利用しましょう。
　①こんぶは、他の海藻に比べて海水中のミネラル分、特にヨウ素とカリウムを海水含有量の100倍以上
　　濃縮・蓄積する力があります。
　②人を含めた陸上動物は、海藻を消化吸収する能力が殆どないようです。しかし、微粉末のもの、発酵した
　　もの、液体を酵素分解したものは利用出来るようです。
　③海藻に多く含まれるミネラル分のヨウ素、カリウム、マグネシウム、カルシウム等は、乾燥等の加工工程で
　　化学的に性質が変化し、反応・作用する力が低下するようです。生（なま）の状態のものを組織分解した
　　ものが、より有効に作用すると考えられます。
　④水溶性植物繊維の多糖類であるアルギン酸は、酵素分解すると、フコイダン同様に保健機能を発揮する
　　そうです。

４、私が壱岐産こんぶに関する研究知見を利用して開発した健康食品「サンサン昆」は、ポスター掲示の人々
　に利用され、徐々に普及しております。

５、商品の効能を紹介することは出来ませんが、成分の科学的作用に関する説明は可能です。ご遠慮なく
　ご質問ください。なお、個人的にご質問がある方は、別途、質問時間を設けますので、終了から13時30分
　までの間にお申し出下さい。
　また、試飲コーナーを設けております。多少飲み難いようですが、何か心当たりの有る方、無い方も是非
　一度お試し下さい。

プロフィール

（生産物の展示試食会説明１　つづき）

私の海の森づくり推進協との係りは、2005年に長崎県大村市で開催の
第１回こんぶサミット in おおむらで事務局長を務め、約1000人の参加
者を得たのが始まりです。
76歳となった現在も、養殖こんぶに関与し、技術士として活動を継続して
おります。



（生産物の展示試食会説明１）

冷凍生鮮コンブの液化物による人及び魚への保健作用について 壱岐産こんぶの生薬的効果について

㈱久原水産研究所　代表取締役　技術士（水産）久原　俊之 ㈱久原水産研究所　代表取締役　技術士（水産）久原　俊之

１、取り組み経過
　会社設立の動機は、平成16年に長崎県内の漁協から依頼された養殖コンブの有効活用に関する研究が
　出発点です。社の業務は、人と魚の健康食品の製造・販売と養魚技術のコンサルタントが主なものです。
　商品は、平成17年に人の健康食品「サンサン昆」を、平成22年には養魚用サプリメントの「Mix液昆」を開
　発し届出を済ませ、特許を取得して商品化しました。
　現在の販売額は、両方で年間1千万円少々と伸び悩んでおります。

２、保健作用のチェック
　健康食品の保健作用で人の場合は、愛飲者から提供される医療機関の血液検査の結果を参考に、また、
　養魚の場合は、公的機関の支援で行われる血液検査の結果と自社が行う解剖所見を参考に確認しており
　ます。今日までに明らかになった作用は、肝機能に関する検査値のGOT（AST）、GPT（ALT）、γGTPの値が
　基準値の範囲へ戻る程度と炎症反応のCRPの値が基準値以下へ下る状況についてであります。
　養殖魚のトラフグでは、人の場合以上に顕著な作用が現れており、数年前まで異常と思われた肝機能に関
　する値が、Mix液昆を与えるようになってからは人の正常値と殆ど同じ値が確認されるようになり、生産者
　に大変喜ばれています。
　人への有効作用については、薬事法等の関係で詳細な作用説明は出来ません。しかし、ポスターに示す
    通り、開発者自身が驚くような内容の体験談・情報提供を頂いております。

３、作用機序の解明
　養殖コンブが主原料の健康食品では、保健作用が含有成分の相乗作用によると考えられるため、機序の
　解明は容易ではないようです。しかし、含有成分の個々の作用については多くの知見が発表されており、
　一定の予測は可能です。されど、健康食品自体の作用機序の証明にはならないでしょう。
　我が社では、国庫の支援を受けた年度には、長崎県立大学の研究者へお願いして解明に取り組みました。
　結果は、人の免疫細胞の賦活化を示唆する作用と、動物試験で肝組織の中性脂肪の軽減作用が解明され
　ました。
　更なる解明を行うためには、多額の研究費が必要となり、当社の資金力では対応出来ないと判断されました。
　残された手段は、生薬が発見・利用されて来た経緯同様に、開発者自身が副作用の出現に注意しながら、
　有効性を追究して関係者へのご理解に努め、一般に普及していく以外に策は無いと考えております。

４、補足
　生薬の発見と同様に開発の時から、自らが行う臨床試験で良い結果が得られ、私は、近年風邪も引きませ
    んので、自称：（健康優良老人）と自負している次第です。

壱岐の海が育てた養殖こんぶの特性と含有成分の保健機能について、私の研究知見をご紹介します。

１、壱岐産こんぶの成分特性等
　①海藻類は、産地、収穫時期、種類によって含有成分量に大きな差があるようです。
　②壱岐産こんぶは、栽培期間が約６ケ月間と短いため、組織が軟弱であり、煮込むと直ぐに柔かくなります。
　③生薬的作用が期待されるミネラル類、フコイダン等の多糖類が次の表の通り、北海物に比べ1.2～1.9倍
　　多く含まれています。

　④養殖こんぶは、旨味成分が少なく軟弱で厚みがないため、一般的に商品価値は無いものと評価されま
　　した。
　⑤特性を詳しく調べ利用方法を研究すると、欠点が好条件となり有効活用が可能と判断されました。
　
2、生薬の歴史と近代薬学での位置付け
　①生薬は、人類の病との長い戦いの中から、自らの臨床試験を通して見つけ出されたもの、とされています。
　②生薬の有効成分は一つではなく、多くの成分が相乗的に作用して効能を発揮する、とされています。
　③約2,200年前の中国は秦の始皇帝以来、不老長寿の仙薬とされたアワビと、日本では元禄時代に評価
　　されたこんぶが含まれていません。
　④現在、承認登録されている生薬約180種の中で、海産由来はカキ殻、寒天、真珠貝殻等の数種しか見当
　　りません。
　⑤根こんぶの真水浸漬液が血圧の降下作用を持つことは、周知の事例でした。しかし、塩分とヨウ素の過剰
　　摂取障害が報じられると、いつの間にか忘れられてしまいました。

３、海藻の超能力を人の保健に利用しましょう。
　①こんぶは、他の海藻に比べて海水中のミネラル分、特にヨウ素とカリウムを海水含有量の100倍以上
　　濃縮・蓄積する力があります。
　②人を含めた陸上動物は、海藻を消化吸収する能力が殆どないようです。しかし、微粉末のもの、発酵した
　　もの、液体を酵素分解したものは利用出来るようです。
　③海藻に多く含まれるミネラル分のヨウ素、カリウム、マグネシウム、カルシウム等は、乾燥等の加工工程で
　　化学的に性質が変化し、反応・作用する力が低下するようです。生（なま）の状態のものを組織分解した
　　ものが、より有効に作用すると考えられます。
　④水溶性植物繊維の多糖類であるアルギン酸は、酵素分解すると、フコイダン同様に保健機能を発揮する
　　そうです。

４、私が壱岐産こんぶに関する研究知見を利用して開発した健康食品「サンサン昆」は、ポスター掲示の人々
　に利用され、徐々に普及しております。

５、商品の効能を紹介することは出来ませんが、成分の科学的作用に関する説明は可能です。ご遠慮なく
　ご質問ください。なお、個人的にご質問がある方は、別途、質問時間を設けますので、終了から13時30分
　までの間にお申し出下さい。
　また、試飲コーナーを設けております。多少飲み難いようですが、何か心当たりの有る方、無い方も是非
　一度お試し下さい。

プロフィール

（生産物の展示試食会説明１　つづき）

私の海の森づくり推進協との係りは、2005年に長崎県大村市で開催の
第１回こんぶサミット in おおむらで事務局長を務め、約1000人の参加
者を得たのが始まりです。
76歳となった現在も、養殖こんぶに関与し、技術士として活動を継続して
おります。



（生産物の展示試食会説明２）

壱岐産昆布を使ったお料理紹介
有限会社二協開発　代表　浦田俊信

　みなさま、初めまして。私は(有)二協開発　代表　浦田俊信と申します。
私は平成15年頃より海の環境づくりとして、海面によるロープ栽培で昆布の養殖に取り組んできた所、環境
改善はもとより、昆布には珪藻プランクトンが大量に付着し、海洋生物にとっても非常に重要な部分も確認す
ることができました。
　それと同時に、うに・アワビ等の飼料としても大変効果がでており、数年前より食用としても取り組んでお
ります。今回はその料理について説明させて頂きます。

プロフィール

（生産物の展示試食会説明２・つづき）

1972
　中卒後、漁業に従事
1992
　壱岐東部漁協理事就任
2001-2011　
　壱岐東部漁協組合長
2011以降
　有）二協開発代表
2013以降　
　合）壱岐のうみ代表

P25につづく、

サバやマグロ等を煮込み、昆布を巻いて    
同時に煮込むことにより、魚肉を使った    
おいしい巻昆布を召し上がることができ    
ます。    

乾燥昆布は水に浸すと10分もかからず
もとに戻り、佃煮にするときは酢を少々
使う事により、柔らかい昆布の佃煮が
出来上がります。

野菜サラダ等にも利用できるし、お湯に
通して召し上がることもできます。

ようかんなどに乾燥、粉末化した昆布を
ようかんに入れることにより、滑らかな
甘さと、まろやかな歯ごたえでおいしい
ようかんをつくることができました。

野菜とのコラボで山芋とオクラと生昆布
をブレンドすることにより山の幸、海の幸
の風味を生かし、おいしく召し上がること
ができます。

乾燥昆布を食べやすい大きさにきり
おでんの材料に入れ煮込み、出汁も
でておいしいです。

納豆の中に柔らかくした乾燥昆布を
千切りにして混ぜ合わせます。   

だんご粉の中に粉末昆布をいれると、弾力
があり、冷えてもやわらかく美味しい。  

すりみに昆布の粉末と液体昆布を混ぜ
合わせると魚の生臭みがとれ、まろやか
な味となります。



（生産物の展示試食会説明２）

壱岐産昆布を使ったお料理紹介
有限会社二協開発　代表　浦田俊信

　みなさま、初めまして。私は(有)二協開発　代表　浦田俊信と申します。
私は平成15年頃より海の環境づくりとして、海面によるロープ栽培で昆布の養殖に取り組んできた所、環境
改善はもとより、昆布には珪藻プランクトンが大量に付着し、海洋生物にとっても非常に重要な部分も確認す
ることができました。
　それと同時に、うに・アワビ等の飼料としても大変効果がでており、数年前より食用としても取り組んでお
ります。今回はその料理について説明させて頂きます。

プロフィール

（生産物の展示試食会説明２・つづき）

1972
　中卒後、漁業に従事
1992
　壱岐東部漁協理事就任
2001-2011　
　壱岐東部漁協組合長
2011以降
　有）二協開発代表
2013以降　
　合）壱岐のうみ代表

P25につづく、

サバやマグロ等を煮込み、昆布を巻いて    
同時に煮込むことにより、魚肉を使った    
おいしい巻昆布を召し上がることができ    
ます。    

乾燥昆布は水に浸すと10分もかからず
もとに戻り、佃煮にするときは酢を少々
使う事により、柔らかい昆布の佃煮が
出来上がります。

野菜サラダ等にも利用できるし、お湯に
通して召し上がることもできます。

ようかんなどに乾燥、粉末化した昆布を
ようかんに入れることにより、滑らかな
甘さと、まろやかな歯ごたえでおいしい
ようかんをつくることができました。

野菜とのコラボで山芋とオクラと生昆布
をブレンドすることにより山の幸、海の幸
の風味を生かし、おいしく召し上がること
ができます。

乾燥昆布を食べやすい大きさにきり
おでんの材料に入れ煮込み、出汁も
でておいしいです。

納豆の中に柔らかくした乾燥昆布を
千切りにして混ぜ合わせます。   

だんご粉の中に粉末昆布をいれると、弾力
があり、冷えてもやわらかく美味しい。  

すりみに昆布の粉末と液体昆布を混ぜ
合わせると魚の生臭みがとれ、まろやか
な味となります。



（生産物の展示試食会説明３）

五島産コンブで作った「コンブ麺」

五島アイランド･ボイス　代表　　末竹　和行

　私が、漁業を営む五島列島は、平地が少なく、その生計の大半を漁業に依存してまいりました。五島列島
の東側は五島灘、北側は玄界灘、西側は東シナ海に面し、対馬海流の影響により、回遊魚も多く、漁業資源
豊富な国内でも有数の漁場です。さらに、沿岸に目を向けると、入り組んだ海岸線により、奥まった入江や
潮流の速い瀬戸など、多様な漁場を形成しており、一本釣り･定置網･延縄･引き縄･刺し網･タコ壺漁･各種
カゴ漁･まき網・魚類養殖･真珠養殖など、多種多様な漁業が営まれてきました。私も、昭和56年に家業を継
ぎ、ハマチ養殖の仕事に従事してきました。当時は、魚種･漁獲量の豊富さはもちろんですが、季節に応じて
様々な海藻が繁茂し、魚たちの産卵場所として、あるいは餌として豊かな海を支えておりました。
　ところが、養殖漁業の繁栄に伴い、漁業環境の悪化は年を追うごとに酷くなり、赤潮･青潮の発生や、密飼
いによる病気の蔓延による大量死など、養殖漁業は厳しい経営状態へと追い込まれることになりました。
長年酷使してきた漁場には、エサの食べ残しや、養殖魚の糞などが堆積し、水中の硫化物濃度の上昇と貧酸
素状態により、劣悪な環境へと変化していきました。そんな折、コンブに海中の余分な栄養塩の吸収をさせる
ことにより、私たちが汚してきた漁場の富栄養状態を解消できることを耳にしました。
　平成14年、地元漁協のご協力のもと、8人のグループで、1,500mの種糸を購入し、養殖事業をスタートしま
した。12月末に投入した種糸から、順調に発芽し、翌年5月には3mにまで成長し、100mの種糸から約3～5tの
収穫があったと推測されます。
　しかしながら、成長したコンブを利用する方法を見出すことができず、そのほとんどを海中に放置すること
になりました。
　2年目、3年目も成長は順調でしたので、昆布の活用方法を見出すため、地元の婦人グループ「たんぽぽ会」
と協力し、先ずは昆布の佃煮を作り販売を始めました。しかしながら、佃煮は手間と経費の割に収益性が低く、
別の商品開発が必要でした。「たんぽぽ会」のリーダーの発案により、コンブ100％で製造する「海藻麺」の
可能性を探ることとなり、水産改良普及所の方々と試行錯誤を重ねた結果、「コンブ麺」の商品化にこぎつけ
ました。

　 プロフィール

（生産物の展示試食会説明３　つづき）

昭和38年10月10日生
長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷369
昭和56年　長崎県立五島高等学校卒業　家業の、魚類養殖に従事
平成13年　若松町議会議員
平成14年　コンブ増殖事業に取り組む
平成16年　新上五島町議会議員
平成18年　コンブを利用した、アワビの海面養殖を実施
平成19年　衆議院議員　公設秘書　漁業を一時中断
平成25年　漁業に戻る。

　「コンブ麺」は好評で、「たんぽぽ会」の小さな作業所では製造が間に合わないほどになり、大手スーパー
からの問い合わせも来るほどでした。しかしながら、私の事情により、平成19年より五島を離れ漁業を一時
断念せざるを得なくなり、昆布の提供が出来なくなりました。昨年より、漁業を再開し、コンブの養殖を再開
し、「コンブ麺」の製造も開始する準備を進めております。
　もう一つ、コンブの利用方法として有効だと考えたのが、アワビ養殖でした。大量に生産出来たコンブを、
大量に消費するためには、工業原料として提供するか、飼料としての利用が最適であると考えたのです。
しかし、工業原料に提供できるほどの生産には至っていないため、アワビ養殖の餌として利用しました。
アワビの成長も順調で、平成18年1月15日に約２cmで仕入れた稚貝が、同年6月には最大6cmまで成長し、
アワビの餌として昆布の有効性を実感しました。
　さらに、5年間続けてコンブ養殖を実施した漁場の海底に、ワカメをはじめホンダワラなどの海藻が、見渡
す限り繁茂しておりました。コンブ養殖と、海藻の生育のかかる因果関係は不明ですが、翌年コンブ養殖を
断念して以来、同漁場において海藻が見られないことからも、コンブの存在が海藻の生育に何らかの好影響
を与えたと考えております。コンブ養殖が、様々な商品開発による特産品の販売や、アワビ養殖という新たな
事業の展開、さらに磯焼け対策として有効な手段として定着することを期待しています。
 

このコンブ麺には商品名がついておりません。そこで、五島の美しい海と豊かな自然を
イメージできるような商品名を探しています。皆様のお知恵をお貸しください。
 

五島の綺麗な海で育った柔らかコンブ１００％のコンブ麺

－磯焼対策としてのコンブ養殖と「コンブ麺」－
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（海の森づくりに関するQ &A）

ここでは皆さんの誤解を解くために、代表的な質問にお答えしました。

Q1）なぜ、こんぶ？
A: 多くの海藻は、大量に生産できないか、出来てもその生産物の利活用が難しいものです。その点、日本に
昔からなじまれてきた「こんぶ」はずば抜けています。栽培技術は確立しており、大量生産も可能であり、収穫
物の利活用の面では、食品としてだけでなく、医薬品、餌料・飼料、肥料、工業用、バイオマス燃料、エステ原料
など利用価値はきわめて高いのです。「こんぶ」にこだわず、それぞれの場所に合った海藻・海草の種類とその
高付加価値のある利活用を結びつけながら「海の森づくり」を継続して行く必要があります。

Q2）なぜ、ロープなの？
A:当協会が推奨する施設は、付着基盤としてすぐれている防腐剤を使わないはえ縄式(ロープ式)大型人工
海中林施設です。ロープ式は、海域条件に応じて、数メートルの試験規模から、数キロ・数十キロの規模まで
対応できます。柔構造なので小回りが利き、水深約70ｍまでの広大な水面を低コストで立体的に利用できる
特徴があります。大型海藻の大量生産には、ロープ式が現時点で考えられる最も経済的な施設で、ウインチと
花車を常備した小型漁船と組み合わせれば、効率的な作業が出来ます。同じ施設を使って鮑の籠養殖も効率
よく出来ます。

Q3）外来生物問題はないの？
A:北のこんぶを、これまで天然で生育しなかった南の海に導入するという意味では、こんぶは南の環境に
とって準外来種です。しかし、「外来種や準外来種の導入が全て悪である」というのは極論です。もし、外来種
や準外来種の導入が全て禁止されれば、今の農業はそのベースを失い、私達は生きたくても食べ物が手に
入らなくなります。つまり、「外来種や準外来種の導入には、十分に注意を払わなければならない。」というだ
けのことです。ここでは、準外来種を導入して放置するのではなく、毎年種を沖だしし、管理し、半年で収穫
するので、優先種になって、対象海域の在来の生態系を壊しません。南の海のこんぶ栽培は、過去の行き過
ぎた開発で瀕死の状態にある在来種に基盤と栄養・揺籃場を提供し、在来種を増やし、沿岸域の生物多様性
に貢献し、生態系をいい方向に変えるものです。すでに中国では70 年以上、長崎県島原市や神奈川県では
40 年以上コンブを養殖していますが、「海藻キラー」のような兆候はなく、もしそのようなことがあっても、そ
のリスクは非常に低く、コントロールできると考えられます。

Q5）海の森づくりと食育の関係は？
A: 海の森づくり運動のアキレス腱は漁民の生産意欲の問題であり、出来た生産物の市場性の問題です。
実際に、南で出来た「柔らかこんぶ」を無料で下さいという人は沢山いますが、キロ当たり200 円で買いま
しょうという人は非常に少ないのです。生産規模にも寄りますが、漁業者はキロ当たり200 円を切るようだと
養殖を止めてしまいます。漁業者自身が、生産物をアワビやウニの餌として使い経済規模を実感した人は別
ですが、これがなかなか難しい。海藻の価値を漁業者が納得の行くレベルで評価できる事業として食育が
注目されています。

Q6）北海道のコンブ業界と競合しないか？
A: 日本の水産業は、起死回生に迫られております。漁業者人口はどんどん減り、このままでは水産はなくな
ります。私達水産にこだわる人々が、仲間内で対立している場合ではありません。北海道の昆布の生産量は
ピーク時の半分以下になりました。私達は北海道のコンブ業界と一緒になって、日本の沿岸漁業の見直しと
漁村の活性化に貢献したい。私達の海の森づくりは、有効な海藻・海草類全てを対象とし、藻場再生から
生産物の利活用を含めた総合的対応に拘わっており、北海道のコンブ業界との共生・協力関係を模索して
おります。「和食」が世界遺産となった今、北海道のコンブ業界がブランド化を進める中で、伝統的なコンブ
市場以外の新しい市場開発が私達の課題です。

（午後の部・コラム５）

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- ５ -　2013.2.1
海のおける人工構造物と漁業の共生―壱岐の日本漁場藻場研究所の目指すもの―　
渋谷正信さんは、水中工事のプロとして潜水活動を40年間続けてきた。潜水時間は3万5千時間。東京湾
のレインボーブリッジや横浜のベイブリッジ、本州四国架橋、羽田、名古屋、関西などの空港建設などで、
人間の目に触れない水中部分を作ってきた。「水中発破の名人」といわれ。港湾工事などで、磯を爆破した
りしてきた。しかし、昭和の終わり頃、環境問題が浮上する中である日気づいてみると「優秀な潜水士」は
「優秀な環境破壊者」にイコールだと分かって愕然とし、自己嫌悪に陥った。海中環境への目覚めは、平成
１年から着工した東京アクアライン建設の時、その水中構造物の中でキラッと光るクロダイの群れを見た
時だった。よく見ると構造物が漁礁の役割を果しているのだった。「海中の生態系」のことを考え出すと、
それまで気づかなかった渚や干潟や藻場の重要さに目を見張るようになった。そして、壱岐を含め、全国
40箇所の海で藻場再生を願っての調査を重ねるようになった。4年前にスコットランドオークニーにある
ヨーロッパ海洋発電センター（ENEC）を訪づれ、そこが、「海における人工構造物と漁業との共生」を具体
的に進めていることを見て感心した。

午後の部
        基 調 講 演 ４
                 ＆
        パ ネ ル 討 議
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Q5）海の森づくりと食育の関係は？
A: 海の森づくり運動のアキレス腱は漁民の生産意欲の問題であり、出来た生産物の市場性の問題です。
実際に、南で出来た「柔らかこんぶ」を無料で下さいという人は沢山いますが、キロ当たり200 円で買いま
しょうという人は非常に少ないのです。生産規模にも寄りますが、漁業者はキロ当たり200 円を切るようだと
養殖を止めてしまいます。漁業者自身が、生産物をアワビやウニの餌として使い経済規模を実感した人は別
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Q6）北海道のコンブ業界と競合しないか？
A: 日本の水産業は、起死回生に迫られております。漁業者人口はどんどん減り、このままでは水産はなくな
ります。私達水産にこだわる人々が、仲間内で対立している場合ではありません。北海道の昆布の生産量は
ピーク時の半分以下になりました。私達は北海道のコンブ業界と一緒になって、日本の沿岸漁業の見直しと
漁村の活性化に貢献したい。私達の海の森づくりは、有効な海藻・海草類全てを対象とし、藻場再生から
生産物の利活用を含めた総合的対応に拘わっており、北海道のコンブ業界との共生・協力関係を模索して
おります。「和食」が世界遺産となった今、北海道のコンブ業界がブランド化を進める中で、伝統的なコンブ
市場以外の新しい市場開発が私達の課題です。

（午後の部・コラム５）

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- ５ -　2013.2.1
海のおける人工構造物と漁業の共生―壱岐の日本漁場藻場研究所の目指すもの―　
渋谷正信さんは、水中工事のプロとして潜水活動を40年間続けてきた。潜水時間は3万5千時間。東京湾
のレインボーブリッジや横浜のベイブリッジ、本州四国架橋、羽田、名古屋、関西などの空港建設などで、
人間の目に触れない水中部分を作ってきた。「水中発破の名人」といわれ。港湾工事などで、磯を爆破した
りしてきた。しかし、昭和の終わり頃、環境問題が浮上する中である日気づいてみると「優秀な潜水士」は
「優秀な環境破壊者」にイコールだと分かって愕然とし、自己嫌悪に陥った。海中環境への目覚めは、平成
１年から着工した東京アクアライン建設の時、その水中構造物の中でキラッと光るクロダイの群れを見た
時だった。よく見ると構造物が漁礁の役割を果しているのだった。「海中の生態系」のことを考え出すと、
それまで気づかなかった渚や干潟や藻場の重要さに目を見張るようになった。そして、壱岐を含め、全国
40箇所の海で藻場再生を願っての調査を重ねるようになった。4年前にスコットランドオークニーにある
ヨーロッパ海洋発電センター（ENEC）を訪づれ、そこが、「海における人工構造物と漁業との共生」を具体
的に進めていることを見て感心した。

午後の部
        基 調 講 演 ４
                 ＆
        パ ネ ル 討 議



（基調講演4）

食材開発　欧州の経験から
やまと薬膳「いってん」主宰　オオニシ　恭子

　
　食材開発は、時代とともに私たちの興味やし好が変わっていくのが常ですから、それを満足させる為に、
あるいはそれらをひきだすためにも、常に心がける必要があります。
　今、昆布に限定して一考してみたいと思います。昆布の新製品開発と仮定して考察してみます。

まず昆布は昔から，日本では食され、しかも高級品として貢ぎ物や神様へのお供え品として使われてきました。
なぜなら，採るることが難しかった貴重品だったからでしょう。
　現在昆布はだしによい味を出し，調和のとれた料理の味を出すものとして使われています。何是なら、昆
布は海のミネラルを含み，特にグルタミン酸が突出した要素として健康への貢献もいわれています。日本で
出しに使われるのは，主に米の食文化ときりはなせません。主食が米だけでなく，パンやスパゲッテイなど
麦による欧米化の今，出しとしても欧米化したレシピに通用できるスタイルの展開が考えられます。

　次に昆布の重要性は、ヨード不足を補う為に，ということと、昆布の放射能除去作用に期待します。世界は
放射能にまみれた環境になっているといっても過言ではないし，いつまた我々を放射能の惨禍が襲うかも
しれないという危機感を誰もが密かに持っている訳ですから，これに答えられるのは昆布だといえれば、
食材の開発の目的も未来に対しはっきりしてきます。

　未来において，昆布はどのように期待されているかというと，出し以外に世界に通用する製品としてなら
ないかとおもわれます。
　なぜなら，昆布を紛にする，又はマリネーにする，発酵させるなどして，その調理法の可能性から，あるい
は調味料，素材とのコンビナーションから、米の食文化以外にもパン食，肉食への貢献度をさぐれるはずだ
からです。

　私はこの３点̶①昆布の歴史性，②昆布の成分機能性，③昆布の調理可能性からの開発をこころみます。

１、出汁は肉汁や鳥がらに代わり、昆布だしでポタージュやスープなど対応できるという実際32年
　  欧州で食時指導してきましたが、欧州スタイルの食事と食材のレシピにおいて、昆布だしで対応
     し、体調をよくし、人々に」喜ばれてきた実績があります。
     拙著のレシピの出汁は全て昆布だしで野展開です。
講談社からの本『滋養ポタージュからはじめるヨーロッパ薬膳』
ビジネス社からの本『生命のスープ』
フランスAlternativeから『les algues au naturel』
オランダ Sea Firstからの本『non fish a li cious』

２、昆布など海藻が貢献したとおもわれる、放射能から身を守った実際例
　 長崎の医者，聖フランシスコ病院の秋月辰一郎博士の例
　 広島の平賀佐和子さんの例
　 フランス人の甲状腺ガンの例
　 チェルノブイリ被爆からガンを完治した例

              ３、 調理の可能性　　　　　　　　　　　　　　　　　　食材との可能性 

　

      製品化

      とろろ昆布、佃煮、ドリンク、ケーキ、ジャム、ペースト、スナック菓子、
      スムージー、ソース、調味料、お惣菜、おにぎり、ジェラード、アイスクリームなど

      昆布の歴史的使用の新たな展開、昆布の持つ成分の薬効性、昆布の現代味覚への提案は限りなく
      可能性を持つものです。それをどう消費者にアピールさせていくかも大事な事項だと思います。

プロフィール

（基調講演4　つづき）

20代はインテリアデザイナー。家具生産に疑問を持ち自然に密着した
生活スタイルを食の改善啓蒙からはじめる。
1981年、渡欧。ベルギー、オランダ、フランスを主舞台として食事指導。
チェルノブイリ原発事故以降、海藻食のすすめに傾注、2000年頃から
海藻を主にしたプロジェクトを展開。フランスで海藻を一般家庭の食卓
に、という趣旨で『自然からの贈り物、海藻』を2013年4月に出版。
東日本大震災、福島原発事故の深刻さに日本での活動を決意、奈良にて
『いってん』を主宰し、日本での指導および日本からの海外発信を始める。
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（パネル討議話題提供１）

長島におけるコンブ養殖について
東町漁業協同組合　　理事　長岡　明

海の森づくり12年の体験から
(有)二協開発　代表　浦田　俊信

　　私の住む鹿児島県の北部にある長島町の葛輪地区ではもともと天然のワカメが多く、そのこともあっ
　てワカメ養殖が40年以上前には始まっており、それを加工して隣の熊本県の天草地方に出荷するとい
　うことが行われていました。30年ほど前に、ワカメ養殖ができるのであればコンブはどうだろう？という
　提案があり、コンブの養殖に挑戦したのが長島でのコンブ養殖の最初であったと記憶しております。
　冬の間コンブは順調に生育し、長いものでは2ｍ以上に成長しました。
　　しかし、食用や出汁用のコンブには厚みが足りず
　不向きでした。また、長島近海の水温は、コンブにと
　っては高く、6月の終わりごろにはコンブは消失して
　しまい、食用に向く厚みまで生育させることはできま
　せんでした。結局、そこでいったん長島におけるコン
　ブ養殖は断念という形になりました。
　　それから20年以上が経って、ハマチ養殖の傍ら、
　アワビの養殖をはじめたとき、餌用の養殖ワカメが
　なくなってしまう5月以降の飼料としてコンブの養殖
　を開始しました。
　　アワビの餌としての養殖コンブは非常に優秀で、
　食用には向かない薄いコンブもアワビは盛んに食
　べ、塩蔵ワカメや乾燥ワカメと違って腐りにくいこと
　もあって重宝しています。
　

　

　私は、平成17年4月の「海の森づくり第1回こんぶサミット in おおむら」で初めて実行委員長をさせて
いただきました。当時、私は壱岐東部漁協の代表理事組合長であり、海の環境づくりとしてこんぶ養殖に
取り組んでおりましたが、年を増すごとに海の森づくりが海洋生物にとっても漁協にとっても非常に重要
であることを数々体験して参りました。そして水産業に係る漁業者のみならず一般の人々にとってもとて
も重要なことであると考えております。
　というのも、私の場合こんぶによる海の環境づくりに取り組んできたところ、３月頃には魚類の産卵状
況は元より、収穫後のコンブは貝類とくにアワビやウニの飼料としては、とても使いやすく、成長もとても
よく、仕上がりは、味も良く、アワビ・ウニの養殖にとってはとても重要な飼料です。壱岐の内海湾では、コ
ンブ養殖後、防濁フェンスの決壊で全滅した天然の海藻が再生し、80名の海女さんの仕事も戻ってきま
した。又、最近は食用としてこんぶの成分分析などもし、現在乾燥こんぶを粉末にし、各種食べ物に使える
ことも分かってきました。
　全国各地でも、沢山の人が「海の森づくり」に取り組んでおられると思いますが、各取組者の間ではすぐ
に収入に繋がらないと止められる浜の方々が多く見受けられます。しかし、陸地においても、植林なども
数十年かかって建築資材となるように、「海の森づくり」は環境づくりであり、年を増すごとに環境の変化
を掴み、長丁場で取り組む事が大切ではないかと考えております。

　「NPO法人海の森づくり推進協会」は、非常に良心的に海の森づくり運動を勧めておりますが、行政や
漁協等には誤解されているようです。水産振興は行政や漁協の主目的ですが、その範囲は余りに広く、
現在の人員や予算では、物理的にも対応が難しいものです。したがって、前浜の漁業管理を上手に行って、
6次産業化にも対応し、漁協の機能を強化する必要があります。そのためには、実質的な水産振興を追及
している「海の森づくり推進協会」のようなNPOを活用することが大切です。
　陸上を舞台とする魚附林に対する行政や漁協・一般の対応は、かなり進んでいますが、五感が効かな
い水圏の藻場再生は非常に遅れております。コンブ等大型海藻養殖によって、環境は良くなり、藻場が
再生し、根付資源が回復し、水産資源にも好影響を与えます。水産資源が回復すれば、釣や観光漁業も
活発化し、浜の経済を長期的に活性化します。このような浜の好循環を支えるのが、行政や漁協の仕事
ではないでしょうか？壱岐の前浜を藻場で覆い、壱岐を活力ある漁師島にしたいものです。

　2005年に開催された「海の森づくり第2回こんぶサミット」以来、水産庁に願い出ていた「後援名義
使用承認」も、今年初めて認められたようで喜ばしい限りです。皆で、いつまでも魚がたべられる環境を
作りましょう。

　

プロフィール

（パネル討議話題提供2）

1947年12月生まれ。
40年以上続けているブリ養殖を営む傍らアワビ養殖にも
取り組む。
アワビ飼料用としてワカメ・コンブ養殖にも取り組んでいる。
妻と息子の３人暮らし。血液型A型。

　このように長島におけるコンブ養殖は現在の
ところ主にアワビなどの餌用に養殖されている
ものがほとんどです。
　最近になってワカメ養殖が盛んになってきて
おり、コンブの養殖に再び取り組む動きもある
ようです。
　今後の課題としては薄い長島産養殖コンブ
の食用への応用、夏場以降の飼料用コンブの
貯蔵法についてです。

海の森づくりは、水産振興の原点であり、海に囲まれた壱岐の
生きる道は水産振興以外にない。壱岐の前浜を豊かな海の森
で囲い、その水質浄化、藻場再生、増殖効果を上手に管理利用
し、6次産業化に結びつけ、永続的な地域振興に結び付け、後継
者問題のない島にしたい。
「コンブは壱岐のたから」であると言うことを証明するために
農商工連携ファンド事業「壱岐産こんぶの料理と試食の集い」
等に取り組んでいる。

プロフィール（ｐ17からのつづき）
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　　私の住む鹿児島県の北部にある長島町の葛輪地区ではもともと天然のワカメが多く、そのこともあっ
　てワカメ養殖が40年以上前には始まっており、それを加工して隣の熊本県の天草地方に出荷するとい
　うことが行われていました。30年ほど前に、ワカメ養殖ができるのであればコンブはどうだろう？という
　提案があり、コンブの養殖に挑戦したのが長島でのコンブ養殖の最初であったと記憶しております。
　冬の間コンブは順調に生育し、長いものでは2ｍ以上に成長しました。
　　しかし、食用や出汁用のコンブには厚みが足りず
　不向きでした。また、長島近海の水温は、コンブにと
　っては高く、6月の終わりごろにはコンブは消失して
　しまい、食用に向く厚みまで生育させることはできま
　せんでした。結局、そこでいったん長島におけるコン
　ブ養殖は断念という形になりました。
　　それから20年以上が経って、ハマチ養殖の傍ら、
　アワビの養殖をはじめたとき、餌用の養殖ワカメが
　なくなってしまう5月以降の飼料としてコンブの養殖
　を開始しました。
　　アワビの餌としての養殖コンブは非常に優秀で、
　食用には向かない薄いコンブもアワビは盛んに食
　べ、塩蔵ワカメや乾燥ワカメと違って腐りにくいこと
　もあって重宝しています。
　

　

　私は、平成17年4月の「海の森づくり第1回こんぶサミット in おおむら」で初めて実行委員長をさせて
いただきました。当時、私は壱岐東部漁協の代表理事組合長であり、海の環境づくりとしてこんぶ養殖に
取り組んでおりましたが、年を増すごとに海の森づくりが海洋生物にとっても漁協にとっても非常に重要
であることを数々体験して参りました。そして水産業に係る漁業者のみならず一般の人々にとってもとて
も重要なことであると考えております。
　というのも、私の場合こんぶによる海の環境づくりに取り組んできたところ、３月頃には魚類の産卵状
況は元より、収穫後のコンブは貝類とくにアワビやウニの飼料としては、とても使いやすく、成長もとても
よく、仕上がりは、味も良く、アワビ・ウニの養殖にとってはとても重要な飼料です。壱岐の内海湾では、コ
ンブ養殖後、防濁フェンスの決壊で全滅した天然の海藻が再生し、80名の海女さんの仕事も戻ってきま
した。又、最近は食用としてこんぶの成分分析などもし、現在乾燥こんぶを粉末にし、各種食べ物に使える
ことも分かってきました。
　全国各地でも、沢山の人が「海の森づくり」に取り組んでおられると思いますが、各取組者の間ではすぐ
に収入に繋がらないと止められる浜の方々が多く見受けられます。しかし、陸地においても、植林なども
数十年かかって建築資材となるように、「海の森づくり」は環境づくりであり、年を増すごとに環境の変化
を掴み、長丁場で取り組む事が大切ではないかと考えております。

　「NPO法人海の森づくり推進協会」は、非常に良心的に海の森づくり運動を勧めておりますが、行政や
漁協等には誤解されているようです。水産振興は行政や漁協の主目的ですが、その範囲は余りに広く、
現在の人員や予算では、物理的にも対応が難しいものです。したがって、前浜の漁業管理を上手に行って、
6次産業化にも対応し、漁協の機能を強化する必要があります。そのためには、実質的な水産振興を追及
している「海の森づくり推進協会」のようなNPOを活用することが大切です。
　陸上を舞台とする魚附林に対する行政や漁協・一般の対応は、かなり進んでいますが、五感が効かな
い水圏の藻場再生は非常に遅れております。コンブ等大型海藻養殖によって、環境は良くなり、藻場が
再生し、根付資源が回復し、水産資源にも好影響を与えます。水産資源が回復すれば、釣や観光漁業も
活発化し、浜の経済を長期的に活性化します。このような浜の好循環を支えるのが、行政や漁協の仕事
ではないでしょうか？壱岐の前浜を藻場で覆い、壱岐を活力ある漁師島にしたいものです。

　2005年に開催された「海の森づくり第2回こんぶサミット」以来、水産庁に願い出ていた「後援名義
使用承認」も、今年初めて認められたようで喜ばしい限りです。皆で、いつまでも魚がたべられる環境を
作りましょう。

　

プロフィール

（パネル討議話題提供2）

1947年12月生まれ。
40年以上続けているブリ養殖を営む傍らアワビ養殖にも
取り組む。
アワビ飼料用としてワカメ・コンブ養殖にも取り組んでいる。
妻と息子の３人暮らし。血液型A型。

　このように長島におけるコンブ養殖は現在の
ところ主にアワビなどの餌用に養殖されている
ものがほとんどです。
　最近になってワカメ養殖が盛んになってきて
おり、コンブの養殖に再び取り組む動きもある
ようです。
　今後の課題としては薄い長島産養殖コンブ
の食用への応用、夏場以降の飼料用コンブの
貯蔵法についてです。

海の森づくりは、水産振興の原点であり、海に囲まれた壱岐の
生きる道は水産振興以外にない。壱岐の前浜を豊かな海の森
で囲い、その水質浄化、藻場再生、増殖効果を上手に管理利用
し、6次産業化に結びつけ、永続的な地域振興に結び付け、後継
者問題のない島にしたい。
「コンブは壱岐のたから」であると言うことを証明するために
農商工連携ファンド事業「壱岐産こんぶの料理と試食の集い」
等に取り組んでいる。

プロフィール（ｐ17からのつづき）



（パネル討議話題提供３）

漁協の対応と食害対策

五島　アイランド・ボイス代表　末竹　和行

宇和島での海の森づくり運動１１年を経て

宇和海に緑を広げ環境を守る会　副会長　笠岡　義雄

＊漁協の対応
　　昆布の増殖事業を展開するにあたり、漁協との意思疎通は不可欠。
　増殖における、漁場使用はもちろん、様々な施策と絡めて実施することにより、効果を増大できると考える。
　　例えば、磯焼けの進行した海域に、アワビ･サザエの放流事業を行っても、海藻のない状況では、エサの
　確保ができないため、残留率が期待できない。
　　生産したコンブをエサに中間育成し、放流後のエサとしてもコンブを海中に沈めるなど、これまでのよう
　に放流することで事業が完結ではなく、生存率を上げるための取り組みも必要。
　　また、漁場取得にあたっても、成長の良い漁場の確保はもとより、食害対策の観点からも、漁協と協議し
　ながら事業を展開していく必要がある。

＊食害対策
　　平成14年にコンブ養殖を始めた当時は、私が取り組んだ漁場においては、食害はほとんどありませんでし
　たが、他の漁場では、早いもので2月から収穫前まで食害を受けていました。
　　本年度の漁場においては食害の影響は深刻で、ロープを防護網で囲っていないところは、2月に全滅。
　　防護網で保護している区域においても、編みが緩んで沈んだところから侵入し、かなりのダメージを受け
　ました。
　　食害に関わる魚種については、イスズミ･バリ･イラ･フグ･カワハギなど、草食性又は雑食性の魚であり、
　コンブについた歯形は、直径5mm～5cmと幅広く、大小様々な魚たちによって食害を受けているとみられる。
　　最も害を及ぼすのは、イスズミとみられており、数百～数千の大群で移動するのをみた漁業者もいること
　から、安定して供給するためには、食害対策に真剣に取り組む必要がある。
　　しかしながら、本年度設置した防護網は、20m×50m深さ3mとかなり大掛かりとなり、もう少し安易に
　食害を防止する方法を見出す必要がある。

①コンブ収穫祭11回終わる
　　当会「宇和海に緑をひろげ　環境を守る会」のコンブ収穫祭が、さる平成26年３月３０日約200名の参加
　で盛大に終えることができました。
　　当会は2003年８名で宇和島市で設立いたしました。
　　当時宇和島の海の現状は、海水の汚れが目立ち、汚染（生活排水・産業排水）が進み、赤潮が発生し有用な
　海洋資源が減少し、海の生産力が低下し、藻場も減少している状態でした。これらの問題を考えようと、志を同
　じくする漁業者や、関心を持つ一般市民が集まってスタートしました。
　　当初は、鹿児島大学の門脇先生の講演会、学習会等を活発に行っていました。その集大成としてコンブの種
　つけ、コンブを収穫して市民のみなさんと一緒に行えるコンブ収穫祭を毎年３月に行ってまいりました。
　今　年で１１回となりました。

②活動の問題点
　　当会の活動開始から１１年を経て、問題点が見えてまいりました。
　　コンブ収穫祭は盛大ですが、会員の参加は固定化し、またコンブの種つけ運動も進展しておりません。財政
　的基盤も貧弱です。

③これからの活動について
　　しかしながらこの間、宇和島水産高校の先生方、生徒のみなさんからご協力を得、また活動の主体を宇和島
　漁協青年漁業者に引き継ごうとしております。
　　若いみなさんのご協力を得て活動を広げていきたいと考えています。
　　一昨年宇和海に赤潮が発生し、養殖業等に過去最大級の被害を出しています。

（パネル討議話題提供４）

2014年5月6日
防護網を張ったところも食害で壊滅的　水温18.1℃

2014年2月10日
防護網を張らない所で食害始まる　水温15.5℃

プロフィール

　　　　　　　㈱福栄水産　会長　　ハマチ養殖業・活魚運搬
昭和４５年　　宇和島市日振島漁業協同組合　理事
平成１４年　　宇和海に緑をひろげ環境を守る会　副会長
平成２０年　　うわうみ漁業協同組合　副組合長
平成２４年　　宇和島ライオンズクラブ　会長



（パネル討議話題提供３）

漁協の対応と食害対策

五島　アイランド・ボイス代表　末竹　和行

宇和島での海の森づくり運動１１年を経て

宇和海に緑を広げ環境を守る会　副会長　笠岡　義雄

＊漁協の対応
　　昆布の増殖事業を展開するにあたり、漁協との意思疎通は不可欠。
　増殖における、漁場使用はもちろん、様々な施策と絡めて実施することにより、効果を増大できると考える。
　　例えば、磯焼けの進行した海域に、アワビ･サザエの放流事業を行っても、海藻のない状況では、エサの
　確保ができないため、残留率が期待できない。
　　生産したコンブをエサに中間育成し、放流後のエサとしてもコンブを海中に沈めるなど、これまでのよう
　に放流することで事業が完結ではなく、生存率を上げるための取り組みも必要。
　　また、漁場取得にあたっても、成長の良い漁場の確保はもとより、食害対策の観点からも、漁協と協議し
　ながら事業を展開していく必要がある。

＊食害対策
　　平成14年にコンブ養殖を始めた当時は、私が取り組んだ漁場においては、食害はほとんどありませんでし
　たが、他の漁場では、早いもので2月から収穫前まで食害を受けていました。
　　本年度の漁場においては食害の影響は深刻で、ロープを防護網で囲っていないところは、2月に全滅。
　　防護網で保護している区域においても、編みが緩んで沈んだところから侵入し、かなりのダメージを受け
　ました。
　　食害に関わる魚種については、イスズミ･バリ･イラ･フグ･カワハギなど、草食性又は雑食性の魚であり、
　コンブについた歯形は、直径5mm～5cmと幅広く、大小様々な魚たちによって食害を受けているとみられる。
　　最も害を及ぼすのは、イスズミとみられており、数百～数千の大群で移動するのをみた漁業者もいること
　から、安定して供給するためには、食害対策に真剣に取り組む必要がある。
　　しかしながら、本年度設置した防護網は、20m×50m深さ3mとかなり大掛かりとなり、もう少し安易に
　食害を防止する方法を見出す必要がある。

①コンブ収穫祭11回終わる
　　当会「宇和海に緑をひろげ　環境を守る会」のコンブ収穫祭が、さる平成26年３月３０日約200名の参加
　で盛大に終えることができました。
　　当会は2003年８名で宇和島市で設立いたしました。
　　当時宇和島の海の現状は、海水の汚れが目立ち、汚染（生活排水・産業排水）が進み、赤潮が発生し有用な
　海洋資源が減少し、海の生産力が低下し、藻場も減少している状態でした。これらの問題を考えようと、志を同
　じくする漁業者や、関心を持つ一般市民が集まってスタートしました。
　　当初は、鹿児島大学の門脇先生の講演会、学習会等を活発に行っていました。その集大成としてコンブの種
　つけ、コンブを収穫して市民のみなさんと一緒に行えるコンブ収穫祭を毎年３月に行ってまいりました。
　今　年で１１回となりました。

②活動の問題点
　　当会の活動開始から１１年を経て、問題点が見えてまいりました。
　　コンブ収穫祭は盛大ですが、会員の参加は固定化し、またコンブの種つけ運動も進展しておりません。財政
　的基盤も貧弱です。

③これからの活動について
　　しかしながらこの間、宇和島水産高校の先生方、生徒のみなさんからご協力を得、また活動の主体を宇和島
　漁協青年漁業者に引き継ごうとしております。
　　若いみなさんのご協力を得て活動を広げていきたいと考えています。
　　一昨年宇和海に赤潮が発生し、養殖業等に過去最大級の被害を出しています。

（パネル討議話題提供４）

2014年5月6日
防護網を張ったところも食害で壊滅的　水温18.1℃

2014年2月10日
防護網を張らない所で食害始まる　水温15.5℃

プロフィール

　　　　　　　㈱福栄水産　会長　　ハマチ養殖業・活魚運搬
昭和４５年　　宇和島市日振島漁業協同組合　理事
平成１４年　　宇和海に緑をひろげ環境を守る会　副会長
平成２０年　　うわうみ漁業協同組合　副組合長
平成２４年　　宇和島ライオンズクラブ　会長







（コメント2）

海の森づくり：生産現場で具体的に見え始めたこと、私の所見
㈱久原水産研究所　代表取締役　技術士（水産）久原　俊之

　活動の目的は、海の自然を取り戻すこと・沿岸海域の水質改善を図ること・稚魚の揺籃場を作ること・ウニ
やアワビの根付け資源を回復させること・栽培した藻類の活用を図ること等々で、係る立場によって分野は異
なるものの、基本的には海が与え続けた大きな恵みを、今後とも、期待しての行為と考えます。
　現在は、当面の手段として取り組み中のコンブ栽培が、これ等の目的達成に有効であることに相違はない
と考えます。
　しかし、成果に対する評価には、大きな隔たりがあります。まして、海の環境に多少の変化があったとしても、
一般の人々には、元来見え難いものですし、海に係る私どもでさえ、藻場内の微細な生命活動を見逃しており
ます。
　このような状況で、経済面での評価を受けるとすれば、一層難しい結果になることでしょう。
　私の、温暖海域で栽培されるコンブに対する評価は、この10年間で大きく変わりました。即ち、九州などの
南の海で育ったコンブは、名前は同じであっても、北海産とは異質のものであり、食材に活用するには、この新
しい食材の特性を如何に理解して取り組むべきか、従来にはない考え方、方法を駆使せねばならないと考え
るようになった次第です。
　現場でご活躍の皆さまは、多くの体験をもとに、また、必要に迫られて工夫・研究され、新しい分野で発展さ
れていると感じております。勿論、成果も現れているようです。
　一方、私が具体的に取り組んでいるコンブ利用の方法は、要旨集14・15に紹介の通りですが、一般の人々
にこの内容をご理解頂き、受け入れて貰ことは容易ではありません。植物の花類に対する肥料の効果、魚介類
の飼育の際の健康作用等は結果が出やすく、普及も可能と思われました。しかし、既存の商品や取り扱う組織
は保守的で、大きな障壁となり展開は容易ではありません。
　されど、海藻のコンブが成長作用で現すミネラル等の蓄積に関する超能力は、偉大なものであり逃す訳には
まいりません。
　医学の世界で難病対策に試みられている食事療法の食品素材には、ミネラル類の中でも特に、カリウム（Ｋ）
とヨウ素（Ⅰ）及び粘性多糖類のフコイダンや低分子アルギン酸の量が注目されております。
　南国産のコンブは、厚みがなく旨味成分も少ない、商品価値は無いに等しいと考えてよいのでしょうか。
　医薬品の8割以上が生薬由来であることは、あまり知られておりません。また、生薬の発見は、人々の長い
体験、即ち、自らの臨床試験の結果生まれた貴重な実証であることに相違ありません。
　海産物が、生薬に利用させ難い要因は、海の環境特性を理解して水産物を分別し、収穫、保存、加工、利用
目的等を明らかにしなかった水産サイドの研究者・技術者・漁業者に責任ありと考えますが如何なものでしょう。　
　独断の主張で申し訳ありません。

（コラム６＆７）

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- 6 -　2004.4.18 
磯焼け呼ぶ”海藻大食漢“イスズミ　刺し網で一網打尽の技術確認　
　長崎県壱岐振興局水産課と壱岐水産業普及指導センターは16日、磯焼けの原因のひとつである
ノトイスズミの大漁捕獲や加工・販売などの報告と情報
交換の会を開催。壱岐振興局の会議室には、島内漁協
関係者など30人が集まり、質議応答に湧いた。水産総
合研究センターの桑原久実氏は、海藻大食漢の主役は
体長が60cmくらいになる大型魚で海水温が15度以下
になると防波堤の外側で先端の20トンブロックの消波
ブロックの中に巣をつくるように群れている。
　そこで、長さ1.5m高さ9.5m、目の大きさは12cmの4寸
と言う刺し網を初瀬漁協の消波ブロックぎりぎりに2月
中旬にセットしてみた。1晩挟んで19時間後に引き上げて
みると345尾が掛かっていた。捕獲したノトイスズミはカジメ類をいっぱい食べていた。それは体重の
1－2％に相当する。同様のことが、和歌漁港、黒崎漁港でも起こった。昼も夜も回遊して明け方にブロック
に戻る。低水温でも夜間でも海藻を食べ続ける。対馬ではアイゴを学校給食に活用している。
藻食性魚類の被害を除くには、それらの加工・販売ルートの確立が鍵。

コラム　「壱岐日々新聞特集」　- 7 -　2013.6.14/2014.4.18 
“食べる壱岐産こんぶ“人気　
　2002年に始まった壱岐のコンブ養殖は磯焼再生のみならず増殖効果に繋がることを証明し、全国的
に注目を浴びている。しかしながら、現在の海の森づくり運動のアキレス腱は生産物の利活用である。
収穫後のコンブをどうするかは大きな課題。アワビやウニ等の餌として活用されている一方、今、食材開
発が注目されている。壱岐産コンブの地産地消めざして2013年6月23日に壱岐市郷ノ浦の「壱岐のうみ」
主催の「こんぶ祭」で壱岐産コンブの試食と料理
教室が開催された。2014年3月30日には、農商
工連携ファンド事業としての「壱岐産こんぶの料
理と試食の集い」が、一支国博物館で開催され、
80人が参加した。主催した二協開発の浦田俊信
社長が「健康に有効な壱岐産コンブの料理への
活用は10年掛けて開発してきた」と挨拶。「サン
サン昆」の開発者・久原俊之さんがこんぶの生薬
的効果について講演を行った。
　料理の実演では、13種の料理を紹介。まぐろの
昆布巻きが「美味しい」と評判。粉末こんぶ3グラムを味噌汁に入れるとトロトロ感が楽しめるのも「カジ
メがわりになる」と好評。また、「こんぶのネバネバあえ」は、千切りにした生こんぶをおろした山イモ、小口
切りのおくらと和え、ポン酢をかけたもの。「さっぱりして幾らでもこんぶが食べられる」と評判。一方、魚の
すり身は、こんぶ入りとこんぶ無しを比較すると、「こんぶ入りは生ぐささが消えている」という男性など、
味の違いが浮き彫りになった。ころもにこんぶを混ぜたアジのフライでも同様であった。ホットケーキや
ようかんなどの菓子類でも、口あたりの柔らかさや風味のよさが評判だった。高齢の女性は「海藻はひ
じきかわかめしか食べんから、こえんいっぱい料理できるなら良か」。別の女性は「今までダシしか考え
てこなかったが、これなら家でも作ります」。なお、今年度産の生こんぶや粉末こんぶなどの発売は、鮮魚・
壱岐のうみとあまごろ本舗（株）で5月末からの予定。

養殖コンブ　　　　　　　　　　　　コエビ　　　　　　　　　コンブの成長点を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　含む根コンブ　　　　　　　
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