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第 17 回 海の森づくりシンポジウムの開会の辞 

              日本大学名誉教授 堀田 健治 

趣 旨 

第 17回のシンポジウムのテーマを「新しい海藻産業の展望」と

し、１）アカモクの養殖と利用、２）海洋深層水、地下海水など

を利用した海藻類と貝類の陸上養殖と利用の 2つのセッションで

発表が行われる。 

世界的に取り組みがなされ,議論されてきた生物多様性条約（COP10）、地球温暖化防止

条約(COP21)は、主に陸上の活動を中心に対策がとられているが、これに対して海を場とし

た対策や寄与については途上にある。本シンポジウムでは生物多様性における海の生態系

の保護や環境浄化等の面から海藻と貝類との陸上の養殖技術、また藻類による CO2の吸収

削減（ブルーカーボン）の課題についていち早く取り上げてきた。 

海の豊かさを支える藻類は、存在そのものが生物生息に欠かせないばかりでなく、水質

浄化、海底基盤の安定化、またその利用に当たっては食料をはじめ各種医薬品、工業用品、

バイオマスによるエネルギー源、さらに温室効果ガスの削減についても重要でかつ森林以

上に効果があるとの算定も試みられている。近年特に料理や健康保持食品として海藻が注

目されており、海外でも海藻の効果に着目し人気が高まっているという。 これら海藻の

内、本シンポジウムでは第１セクションとして商品価値が高い「アカモク」を取り上げた、

アカモクは北海道東部を除く沿岸域に分布する褐藻類のホンダワラ科に属する群落を形成

する海藻であるが、種苗生産から商品化、その成分特性について発表する。第 2セッショ

ンでは深層水を利用した藻類と貝類の育成を取り上げた。温暖化に伴い海の様相が変化し

ている中にあって、水産物の安定供給やコスト問題を踏まえながら、海洋深層水や地下海

水を利用して藻類、貝類等を複合養殖する技術が試みられている。わが国では深海レアメ

タルが豊富でこれを回収する技術に着手しているが、深層水も将来的にはシステムとして

安価に取得・輸送・管理できるようになるとさらに有望な分野となる。 

以上、本シンポジウムではアカモクの増養殖と利用と深層水の利活用を中心としながら

幅広い討論を行うことを目的としている。 

東京オリンピックには、海外から来た人にも新しい日本の海藻食文化に加えて食材養

殖技術も持ち帰ってほしい。 
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講演者のプロフィール 

新井 省吾 

（株）海藻研究所 所長 東京水産大学修士課程を卒業と同時に、（株）

海藻研究所を設立して海藻植生・藻場造成調査研究に従事し、多くの

団体の顧問・理事となっている。近年は隠岐の島と唐津市の松島で藻

食動物を活用した「アカモク畑」造成に取り組み、各地でアカモクほ

か、未利用海藻の商品化に取り組んでいる。中海では湖底で繁殖して

水質を悪化させる海藻を除去し、海藻肥料として販売している。それ

とは別に打ち上げ海藻を肥料として有効活用するために、海藻農法を広めている。 

瀬田 智文 

京都府農林水産技術センター 海洋センター 研究部、つくり育て

る漁業（増殖）担当、技師 北海道大学水産学部を卒業後、北海

道大学大学院水産科学研究院へ進学。大学および大学院時代は異体

類の成長等を研究テーマとした。大学院を卒業後、民間企業の研究

部門に 3年間従事した後、京都府に入庁。現在の京都府農林水産技

術センター海洋センター研究部に配属となり、主に海藻類を担当し

ている。 

松村 和哉 

合同会社風の島フーズ 代表社員 鳥羽市の離島菅島で家業の電気

店を正業に近年の島の漁業の低迷と過疎化に歯止めをかけるため仲

間３名（漁師、遊漁船経営、筏釣り渡船経営）と平成２５年に風の島

加工場を立ち上げアカモク、サメのたれなどの製造販売を開始。平成２８年に合同会社

風の島フーズを設立。アカモクを柱に島の活性化、産業、雇用拡大を目指す。 

 谷口 亜樹子 

東京農業大学教授農学部デザイン農学科食機能科学研研究室教授 

平成元年東京農業大学大学院農学研究科農芸化学専攻博士前期課程

終了後、平成元年４月より東京農業大学（農学部農芸化学科：助手）

に勤務、平成７年東京農業大学大学（講師）、平成 27 年鎌女大（教

授）、平成 30 年より東京農業大学（農学部デザイン農学科：教授）

著書：食品学総論 光生館、食品学各論・食品学加工学 光生館、基礎から学ぶ食品化学実

験テキスト 建帛社など 
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高橋 正征 

（公社）日本水産資源保護協会 会長 東京大学名誉教授、  

高知大学名誉教授 東京教育大学理学部卒、同大理学研究科修士・

博士課程修了。理学博士。カナダのブリティッシュ・コロンビア大

学海洋研究所、筑波大学生物科学系、東京大学理学研究科・総合文

化研究科、高知大学黒潮圏海洋科学研究科で研究と教育。生物海洋

学、生態学、地球環境科学、海洋深層水利用学などが専門。 

大野 正夫  

高知大学名誉教授 高知大学海洋生物教育研究センター長を経て定

年退職。専門は海藻生理生態学。ヒトエグサ、アオノリ養殖の開発研

究、藻場造成の開発研究、東南アジアの海藻資源調査、紅藻キリンサ

イの養殖開発。日本海藻協会と日本応用藻類学会設立に関わった。 

 

蜂谷 潤 

合同会社シーベジタブル 代表社員 高知大学農学部栽培漁業学科在

学中、“海洋深層水を活用したアワビ類及び海藻類の複合養殖”の事

業プランでビジネスプランコンテスト全国大会において文部科学大臣

賞・テクノロジー部門大賞を受賞。事業プランの実現に向け高知大学

大学院修士程・博士課程を通じ研究に励み、その後プランを事業化。

2016年 4月には地下海水を用いた海藻陸上養殖モデルを確立。 

米澤 裕二 

株式会社ナノクス 役職：常務取締役 1987年福岡大学商学部卒業後

非鉄金属メーカー入社。2000年に丸福水産株式会社入社後、水産小売

部門の百貨店統括マネージャー、加工場長、総務経理部長歴任。 

2008年に株式会社ナノクスが分社化されると同時に、同社の経営企画

業務に携わる。以降、経営企画・営業を主として担当。 

2013年より営業部長として、主に水産関係先への営業を展開。2015年、

第 6回ものづくり日本大賞九州経済産業局長賞受賞 2016年、常務取締役就任 
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 プログラム 

 

9：00 受付（昼食時間に理事会・総会がありますので、各自お弁当をご持参下さい） 

9 30 開会式                    司会：日本大学教授   廣海十朗   

9 35 開会の辞                          海の森づくり推進協会代表 松田恵明 

  

Ⅰ．アカモクの養殖と利用               司会：日本大学名誉教授  堀田健治  

 9: 50 基調講演 アカモク増養殖の利用の動向と展望      海藻研究所所長  新井省吾  

10: 20 アカモク種苗生産・養殖技術の開発        京都府海洋ｾﾝﾀｰ研究員 瀬田智文  

10: 45 アカモクの商品化の展望         合同会社風の島フーズ代表  松村和哉  

11: 10 アカモクの成分特性と食品への利用       東京農業大学教授  谷口亜樹子  

11: 35 質疑応答  

12: 20 昼 食 総 会  

 

Ⅱ．海洋深層水、地下海水などを利用した海藻類と貝類との陸上養殖  

司会：鹿児島大学名誉教授 門脇秀策            

13 30 基調講演 海洋深層水を利用した藻類の養殖と生産物の利用  

日本水産資源保護協会会長 髙橋正征 

14 00 ハワイ海洋深層水による紅藻とアワビの陸上養殖   高知大学名誉教授 大野正夫 

14 30 室戸海洋深層水、地下海水による海藻とトコブシ養殖 

（株）シーベジタブル代表  蜂谷  潤  

15 00 地下海水とナノ技術による海藻とアワビの陸上養殖   NANOX㈱ 取締役  米澤裕二 

15 30 休 憩  

 

Ⅲ．総合討論              司会： 海の森づくり推進協会代表  松田恵明  

15 50 登壇者全員（Ⅰ、Ⅱ部の司会者含む） 

16 40 まとめ  

16 50 閉会の辞                            海の森づくり推進協会事務局長 大野正夫  

 

☆17 00 19:00 フリーコミュニケーション（懇親会） 参加費：1,000円 
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基調講演 

アカモクの生態と環境保全ー自然力を活用し海底にアカモクの畑を作るー  

（株）海藻研究所 所長 新井章吾 

 

はじめに 

海底には、自然の営みによって「海藻の畑」が成立している場所がある。例

えば、1年生のアカモク群落は、冬から春の礫の反転や砂の移動が原因の物理

的撹乱によって、多年生大型褐藻群落が形成されにくい環境に成立する。 

そのため、アカモクはその期間で最も物理的撹乱の大きな時期に成熟する傾

向がある。また、アイゴなどの藻食魚の食害が原因の生物的撹乱によって、大

型多年生褐藻が採食された場所に、アカモク群落の形成されるケースが増加し

ている。多年生大型褐藻群落から、1年生ワカメ群落への退行的遷移も同様で

ある。しかし、藻食魚による過剰採食によって、さらに 1年生の大型褐藻から

殻状の無節サンゴモへのさらなる退行的遷移で極相になっている場所も拡大し

続けている。生物的撹乱による磯焼け区域は、陸上で羊、山羊、牛が雑草を採

食した畑のように見なすことができる。将来的には、藻食動物による採食圧と

採食期間のコントロールによって、磯焼けの海底に任意の食用海藻群落を成立

させることが可能になると考えている。 

 

増殖礁の基盤形状による藻食魚のコントロール 

*新井章吾(2015)0 次産業による離島経済の活性化より引用 

砂地海底上に魚礁群の中に、波浪による砂の移動や堆積、投石の反転を許容

するように、割石を均一な多層にせず設置した。島根県隠岐の島町蛸木地先の

水深 9.5〜10.5mの砂地海底において、投石(A区)、投石+柱状礁(B区)柱状礁(C

区)の 3つの実験区を 2005年 2月に造成した(図 1)。 

A 区には、20m×20m の範囲に 0〜3 層に割石を設置した。B 区と C 区には、

15m×15m の範囲に柱の長さが 2〜5m の柱状礁 5 基を十字に配置し、B 区には柱

状礁の間の 4箇所に 0〜3層割石を設置した(図 2)。 

2006年 4月には、1年生のアカモクが優占、2007年 4月でもほぼ同様であっ

た。一方、多年生のクロメの被度は C区で 50%であった。A区では 2年続けて

アカモクが優占し、C区においては 1年目にアカモクが 2年目にクロメが優占

し、B区は中間で、遷移の進行に違いが認められた。 
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図１増殖岩礁           図２ 設置 １年後の状況 

 

また、2007年 4月までの間に魚種別の個体数調査を 11回行った結果、C区が

最も少なかった(表 1)。メジナは海藻の幼体を採食して遷移の進行を妨げてい

るが、2〜3mm の砂が堆積している基質上のアカモク幼体には、春から秋まで葉

や茎の欠損は観察されなかった。多年生海藻の除去のために藻食魚を蝟集させ

るが、堆砂によって有用種アカモク幼体が採食されにくいように割石を均一な

多層にせず(ばらまいて)設置することで遷移の制御が可能と考えられる 

（図 3)。 

 

表 1増殖礁上の海藻被度とメジナ個体数注)メジナ個体数は調査期間中の平均個体数  

 

 

 

図 3 多年生ホンダワラ類はアイゴの採食茎と根だけになっているが、砂を被っていた

アカモク幼体は食べ残された。 

 

アカモクの海藻施肥の効果 

隠岐の島と同様にアカモクの増殖のために砂地に投石した唐津市松島におい

ては、漂着したアカモクが肥料として活用され、栽培された野菜はこの島のレ

ストランで活用されている。美味であ

ると評価が高い。今後、アカモク肥料

の需要が期待される。 

図 4 松島の農地において肥料として活用

されているアカモク 
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アカモクの種苗生産・養殖技術の開発 

   京都府農林水産技術センター 海洋センター研究部 技師 瀬田 智文 

 

はじめに 

アカモクは、国内に広く分布する一年生のホンダワラ科海藻です。シャキシャキとした

食感と、独特のトロみが醸し出す味わい、さらにはフコキサンチン等の機能性成分を含ん

でいることで人気を呼び、近年急激に注目が集まっています。京都府においては、平成 18

年度から利用され始め、平成 24 年度には漁獲量は約 6 トンに達しました。しかし、その翌

年には資源が減少して禁漁となるなど、資源量の年変動は大きく、府内の漁業者や加工業

者からは安定供給と増産の要望が多く挙がりました。これを受け、京都府海洋センターで

は本種の安定生産を目指し、養殖技術の開発に取り組みました。 

 

アカモクの種苗生産技術 

本府のアカモク種苗生産では、2 月に本種の母藻から得られた幼胚（種）(図 1)を、ABS

樹脂製の小片基質(図 2)に散布した後、幼胚が散布された小片基質ごと約 5 ヶ月間冷蔵保存

※1します。その後、7 月には常温に戻し、10 月まで静置および立体撹拌培養※2(図 3)により

種苗を沖出しサイズにまで育成します。 

 

※1 アカモク幼胚の休眠特性（吉田ら，2000）を利用。幼胚を冷蔵保存することで、立体

撹拌培養の期間を大幅短縮することができ、種苗が必要以上に大型化して管理が煩雑

になる等の問題を防ぐことができる。 

※2 水槽の底面から空気を出し、種苗を撹拌しながら培養する方法。 

 

中層延縄式施設を用いた養殖技術 

アカモク養殖には、中層延縄式の養殖施設を採用しています(図 4)。種苗の沖出し時（10

月）には種苗を取り付けたロープを水深 1 m に張り込みます。その後、アカモクが急激に

生長する 12 月に種苗ロープを水深 3 m にまで下げます。収穫時期にあたる 2 月には、アカ

モクは最大 10 ｍにまで生長し、養殖施設 1 基（50 m）から約 600 kg の収穫量が得られま

す。収穫に要する時間は、施設 1 基あたり一人でも 90 分程度です。収穫後は種苗ロープを

回収するだけで、施設の主要な部分は海底に沈設でき、沈設した施設の資材は次年度以降

も利用が可能です。  
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図 1 アカモク幼胚（種）                  図 2 小片基質 

 

 

図 3 種苗の立体撹拌培養の様子 

 

   
図 4 中層延縄式養殖施設の概略図（10月） 

海面

海底

種苗ロープ：50m

1m
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アカモクの商品化の展望 

  

                合同会社風の島フーズ 代表 松浦 和哉 

  

「風の島フーズ」では、鳥羽の離島 菅島（すがしま）から、伊勢志摩のお土産に人気の

アカモクやサメのたれ、珍味や干物、郷土の味などの海産物を中心に、収穫、製造、販売

しております。最近、特に注目を集めているのが、『アカモク』。（地域によっては「キバサ」

とも呼ばれます）。独特のねばりとシャキシャキの食感。 注目されているのはその栄養素。

植物繊維のフコイダン（免疫力・抗酸化作用・抗ウィルス作用を増強）やカロテノイドの

フコキサンチン（糖類の吸収を穏やかにする）をはじめビタミンＫ・カルシウム・鉄分・

マグネシウム・ポリフェノールなど私たちの健康維持には欠かせない栄養素が豊富に含ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有用褐藻類の成分量の比較 

 ※伊勢アカモクと伊勢ワカメは当社が採取し日本機能分析研究所依頼。 その他海藻は 文部

科学省食品成分データベース（２０１８．１．５）参照 （グラフ作成：合同会社風の島フーズ） 

菅島の磯を中心に群生するアカモクは春先に充分に成長し、成熟して生殖器官（生殖器

床）が大きくなってゆきます。生殖器床が大きいほど粘りがよくでるのでる、船の上から

大きな生殖床を選んで手作業で刈り取ります。アカモク葉体の先端部分の生殖器床の多く

ついてところを収穫します。良質な材料を取る収穫期は長くはありません。 

収穫したアカモクから雑物を除き、真水でよく洗浄して、熱湯を入った鍋にいれると、

瞬間にみごとな緑色になります。熱湯に浸す時間によって、緑色と粘りが違ってきますの

で、一株ごとに熱湯いれるのを手作業で行い、品質を高めています。熱湯を通したアカモ

クをミンチにかけ細かく砕くと、粘りのあるアカモク製品ができます。これをプラスチッ

成
分
量
 

m
g
 /

 1
0
0
g
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プの袋に入れて密閉します。 

伊勢アカモクは、他地域と違った独特の粘りが特徴で、シャキシャキ感があると喜ばれて

います。わが社の「アカモク」は、「伊勢神宮外宮奉納品」： 平成 26年度伊勢神宮外宮奉

納させて頂きました。一株・一株と刈り取りって、加工も手作りであるのが、よい製品づ

くりに繋がっていると思います。 

栄養豊富な菅島の海で育ったアカモクは海藻本来の風味が芳醇。独特の「ねばり」と「シ

ャキシャキの食感」が特色のアカモクは、そのままおみそ汁などに入れても美味です。刻

みネギ、カツオ節とあえて麺つゆやポン酢で味付けして、そのまま食べてもよいです。う

どんやそばにトッピングをしたり、山芋や納豆、キムチなどとあえても美味しくいただけ

ます。たこ、きゅうり、お好みで長芋、みょうがをざく切りにして しお、ごま、鰹節など

をいれて、揚げ物してもよく、多くのレシピが考えられます、私達は手作りのアカモク商

品にこだわっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    手作業で採取する            収穫されたアカモク 

 

 

 

 

 

 

 

生殖器官（生殖床） 

 

 

 

加工：熱湯に

通して、ミキ

サーで裁断す

る。 
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アカモクの成分特性と食品への利用 

         東京農業大学農学部デザイン農学科教授 谷口亜樹子 

研究目的 

アカモク Sargassum horneri は、10ｍ程度に成長する褐藻類ホンダワラ科に属する海藻

であり、老成すると赤褐色になることからこの名が付けられました。アカモクは、北海道

（最北端部を除く）から九州に広く分布し、新潟県の一部および秋田県では昔から食して

いる海藻です。また、地域によって呼び名が変わり、「ギバサ（秋田、石川）」「ギンバソウ

（山形）」「ナガモ（新潟）」「ナガラモ（富山）」「花マツモ（能登半島）」と呼ばれています。

生の状態では褐色を帯びており、茹でると鮮やかな緑色に変化し、シャキシャキとした粘

りのある食感をもつのが特徴です。アカモクの粘りや滑り成分は、食品の機能性が期待で

きます。今回は、鎌倉産のアカモクの成分について調べ、さらに、アカモクの雄株と雌株

の特徴を知り、さらに食品製造への応用について考え、食品への利用を目的としました。 

鎌倉産アカモクの一般成分 

試料のアカモクは鎌倉海岸に生育（2017 年 2 月収穫：図１）したものを用いました。鎌

倉産アカモクの一般成分を測定した結果、水分は約 87％と一般の海藻類と同程度であり、

鎌倉産アカモクはワカメに比べ、灰分約 1.3 倍、炭水化物約 1.2 倍多いことが確認されま

した。ミネラルは、特にカリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄が

多く、食物繊維は 5.0％とワカメに比べ約 1.4 倍高いことが確認されました。カルシウム、

マグネシウム、鉄は日本人に不足しやすいミネラルであるため、このことからもアカモク

は身体によい食品と考えられました。 

 雄株、雌株のそれぞれの成分の特性を知るため、株を分別（図２）し観察しました。雄

株は、生殖器床が長く、とがった形をしているのに対し、雌株は、生殖器床が雄株に比べ

て短く太く、表面につぶつぶがついたような模様があり、株の形が異なっていました。さ

らに、水溶性糖量、水溶性タンパク質量、ポリフェノール量の各成分を調べ、比較したと

ころ、水溶性糖量、水溶性タンパク質量ともに雄株に比べ、雌株の方が多く、各々約 6 倍

量雌株が多いことが確認されました。ポリフェノール量は雄株、雌株ともに多く、ワカメ

などの海藻より多く、抗酸化作用などの機能性が期待できました。 

 色調は、アカモクは生では茶褐色ですが、アカモクをエタノールに漬けると雄株、雌株

ともに、あざやかな緑色となり、この色はクロロフィルとフコキサンチンといわれており、

抗腫瘍作用が期待されました。 

アカモクの食品への利用加工食品 

  企業と共同研究で商品開発を行い、「アカモクのさつま揚」を作りました(図 3)。さらに

鎌倉産アカモクを調理し、栄養計算しました（表１）。各食品ともに磯の風味と、アカモク

の歯ごたえのある食感となり、アカモク独特の粘りやぬめりの食感が合い、評価の高い食

品となりました。  
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 図２  雄株

（左）と雌株

（右） 

 

 

 

図３−１「アカモクのさつま揚」 

 第６７回全国蒲鉾品評会 

「全国蒲鉾水産加工業協同組合 

連合会 会長賞」受賞 

 ←図３−２「神奈川なでしこブランド 2016」認定 

黒岩県知事より表彰を受ける 

中央：井上蒲鉾店 牧田社長 右：谷口 

図１ 鎌倉産ア

カモク 

表１ アカモクの食品への利用 

 

アカモク入りご飯：磯の香りがして風味が良くなり、ほのかな塩味とぬめりけがあ

り、色合いも良く、食べやすい炊き込みご飯となった。 

エネルギー177kcal、タンパク質 3.0g、脂質 0.4g、炭水化物 37.0g、鉄 0.4mg、食物

繊維総量 0.5g、食塩相当量 0.9g/100g当り 

 

アカモク入りスープ：磯の香りとコンソメが合い、相乗効果により味が良くなり、

粘りやぬめりがあり、飲みやすいスープとなった。 

エネルギー33kcal、タンパク質 1.1g、脂質 2.7g、炭水化物 0.7g、鉄 0mg、食物繊維

総量 0.3g、食塩相当量 0.7g/100g当り 

 

アカモク入り切干し大根煮：アカモクのぬめりと切干し大根の歯ごたえが丁度良く、

野菜のしんなり感もマッチして食感が良かった。 

エネルギー152kcal、タンパク質 6.2g、脂質 2.2g、炭水化物 26.8g、鉄 2.8mg、食物

繊維総量 7.3g、食塩相当量 2.1g/100g当り 

 

アカモク入り豆腐：豆腐とアカモクの相性が良く、磯の香りとぬめりけがあり、食

べやすい豆腐となった。アカモクのプチプチした食感も豆腐にあっていた。 

エネルギー64kcal、タンパク質 5.8g、脂質 3.5g、炭水化物 2.4g、鉄 1.7mg、食物繊

維総量 1.2g、食塩相当量 0g/100g当り 

 

アカモク入りかまぼこ揚げ：揚げることで、磯の香りが増し風味が良くなり、外の

衣のサクサク感とかまぼこの食感が２層となり食感が良かった。 

エネルギー120kcal、タンパク質 10.8g、脂質 3.1g、炭水化物 12.7g、鉄 1.7mg、食

物繊維総量 7.3g、食塩相当量 0.8g/100g当り 
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基調講演 

海洋深層水を利用した藻類の養殖と生産物の利用 

          （公社）日本水産資源保護協会 会長 高橋 正征 

 

私たち人類は、これまで様々な資源を利用し、特に産業革命以降は地下資源への依存

が進みました。地下資源は非再生のため枯渇が心配されましたが、それよりも温暖化や

環境汚染を始めとした地球環境への影響がはるかに深刻なことが明らかになったので

す。今やヒトが自ら、地球をヒトの住めない環境へと変えている現状が認識されれ、2015

年 9月の国連サミットで、「持続可能な開発のための 2030アジェンダ（SDGｓ）」が全会

一致で採択されました。現在の豊かさを維持しながら、地球環境の変化を最小限にして 

“ヒトが生活できる地球環境の維持”を目指して取り組みが世界的に始りました。大き

な課題の一つが再生資源への転換で海洋深層水は最有力候補です。 

 

資源としての海洋深層水 

 海洋深層水（以下、深層水）は資源利用の観点から“水深約 200m 以深の海水”と定

義されています。換言すれば、生物活動が活発で季節変動を大きく受ける表層を除いた

海水です。深層水は、エネルギー、金属類、ミネラル類、水、塩、有用物質などの多様

な資源を含んでいて、限られた資源しか含まない従来の資源とは違います（表 1）。深

層水はおそらく人類が必要とする資源の 90％以上を提供できると考えられます。 

深層水の総量は莫大で、そのため 

表 1．表層水と海洋深層水の資源と特徴 
 資源、特徴 表層

水 
海洋深層

水 
  
 
資 
 
 
源   

エネルギー
（冷熱） 

× ◎ 

肥料（冨栄
養性） 

△ ◎ 

水 △ ◎ 
金属類 △ ◎ 
ミネラル類 △ ◎ 
塩 △ ◎ 
有用物質類
（難分解性
溶 存 有 機
物、微生物
など） 

 
  
△ 

 
◎ 

特 
 
徴 

清浄 × ◎ 
安定 × ◎ 
熟成 × ◎ 
再生速度 × ◎ 

含まれる資源量も莫大です。一方、表層水

は深層水に比べると量が 10％以下と少なく、

含まれる資源濃度も深層水ほど多くありま

せん。加えて、深層水には清浄・安定・熟

成といった特徴があり、資源利用に適しま

す。加えて、深層水は数 1000年以内で再生

します。 

 深層水の資源利用の課題は（1）資源密度

が低いことで、そのためこれまで効果的に

利用できませんでしたが、人類の知識と技

術が進み、利用できるようになってきまし

た。今後は、効率的な利用の展開が期待さ

れます。
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もう一つの課題（2）は、200mより深いところにあることで、これについても今後より効率

的な利用の工夫が考えられます。 

 

藻類の養殖への海洋深層水の利用の現状 

ここでは藻類の養殖に着目して深層水の利用を考えてみます。藻類の養殖にとっての深

層水の魅力は、何といっても窒素・リンなどの栄養塩類が適度な濃度と存在量比で含まれ

ることと、総量の多さです。深層水中に含まれる窒素とリンはそれぞれ約 7000億トン（N）

と約 1000億トン（P）と推定され、それらは毎年農地に散布される肥料の窒素で 7000年分、

リンで 2500年分に相当します。農業用窒素肥料は空中窒素を人工固定して作り、またリン

肥料はリン鉱石を掘り出して利用しています。前者は、発がん性の高い硝酸態窒素汚染を

もたらし、後者はリン鉱石の枯渇を招きつつあります。農業で撒かれた窒素とリンは陸域

から海に運ばれて深層水中に溜まっています。深層水の肥料濃度は農作物にとっては低す

ぎますが、海藻や単細胞藻類にとっては至適濃度です。 

内湾の一部を除くと、海では光が射し込む表層は栄養塩類の供給が著しく限定されてい

て、低い生産性です。そのため、宇宙科学小説家のアーサー・Ｃ・クラークは 1957年に小

型原子力発電機を熱帯・亜熱帯の大洋底に設置して栄養塩類を多く含んだ深層水を温め軽

くして湧昇させ、表層で海藻類を養殖して世界の食糧生産に寄与する“海底牧場”という

ＳＦを発表しています。また、1970 年代の第 1 次石油ショックで石油に代わる様々な発電

が検討された際に、深層水を汲み上げてジャイアントケルプを養殖してバイオガスを取り

出す実験がカリフォルニア沖で行われました。1990，91 年には富山湾で深層水を汲み上げ

て表層に散布して植物プランクトンの増殖を目指した海域肥沃化実験が、さらに、1989～

95年には、相模湾で同様の実験が行われています。 

深層水を使った海藻の陸上タンク養殖がハワイや日本で事業として進められています。 

 

今後への期待 

海藻や単細胞藻類の陸上タンク養殖は事業化されていますが、いずれも規模が限られて

います。規模拡大には市場開拓が重要と思われますが、揚水した深層水で藻類だけを養殖

したのでは生産コストが高くなります。揚水コストを分担する仕組みが必要です。幸い、

深層水は栄養塩類・エネルギー・金属類・水などの複数の資源を含むので、深層水の資源

を多段的に利用して深層水費用を分担することが得策です。海洋温度差発電では 1000キロ

ワット・時の発電に、日量 10万トンの深層水を使うので、温度差発電と組み合わせて海藻

や植物プランクトンを繁殖させる利用が検討されています（久米島モデル）。 



17 回海の森づくりシンポジウム、2018 年 

16 

 

ハワイ海洋深層水による紅藻とアワビの陸上培養 

                   高知大学名誉教授 大野正夫 

 

ワイキキのあるオアフ島から 45 分ほど飛んだハワイ諸島最大の島、ハワイ島の西端

ケアホレ岬、コナ空港と隣接する広大な黒色溶岩台地に、ハワイ州立自然エネルギ研究

機構（NELHA）が運営する海洋深層水を用いた多くの施設があり、広い敷地を使って

いるのは微細藻類の培養施設ある。 

海洋深層水と表層水を 11 本のポリエチレン製、径１４０㎝管で、水深 610～900ｍの

所から取水されている。最初の目的は、熱交換で電気の供給を考えたが、多目的に利用

されるようになった。原水取水量は、日量 3,000~10,000 トンである。 

 ここに、約 4 万ｍ２の広さを持つ「Big Island Abarone Cooporationn 」がある．    

海洋深層水を用いた紅藻の培養（左：長方型水槽、右：アワビ培養施設（ネットより） 

 

この施設を 2008 年の８月に視察した。最近、ネットで検索すると施設面積は 4 倍ほ

どに拡大しており、上記の施設は 2010 年に完成した。このことから事業は拡大してい

るとしていると推察された。 

海洋深層水で紅藻を培養して、それを餌として、エゾアワビを養殖している。海洋深

層水（6℃）と表層水を混合して、アワビの餌料して、紅藻の Halymenia sp （ハリ

メニア）を、幅 5ｍほど長さは 50ｍほどもある大規模はタンクで養殖している。天然

産のエゾアワビは褐藻類のカジメが餌とされていたが、紅藻を餌にすることによって、

肉質は、日本で食していたアワビより柔らかい。事業を進めたのは、商社マンであった 
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新井宏氏であるが、アワビの餌は褐藻のコンブかカジメという従来の知識にこだわら

ず、生長の速く無性的に周年生長して、柔らかい膜質のハリメニアを選んだのが、アワ

ビ生産の成功の大きなカギとなっている。水槽の構造も半円形であり、一方の側面から

エアレーションをして葉体は回転しながら浮遊している。収穫は大型ジャベルカーで、

採取していた。すべてが従業員のアイデアだそうであるが、海藻研究者でない。 

アワビも最初は、カルフォニア産を用いたが、北海道からエゾアワビを持ち込み、 

種苗生産も独自の方法が取られて。その方法は企業秘密ということで、稚貝などのある

種苗センターの見学はできなかった。成貝の養殖タンクの中に置かれているのは、半球

形の基盤であり平坦ではない、これも生物学的常識から逸脱する。アワビの成長は、餌

や水質・光環境にもよると思うが、日本の天然産アワビより、かなり成長が速い。コナ・

アワビの商品名で、日本にも輸出されており、日航通販でも購入できる。今後はナマコ

の養殖も行うという。 

 

オゴノリの養殖 

 ハワイ諸島では、かなりの種の海藻を食するが、オゴノリサラダは、定番のようであ

り、海洋深層水を用いて、オゴノリの養殖が行われていた。23 トン円形タンクを用い

て、エアレーションと日よけ、炭酸ガス注入も行っていた。1週間で、1タンクで 

45ｋｇの生産があるという。かなり高価に売らないと採算が合わないと思われた。 

 

 

海洋深層水を用いた食用オゴノリのタンク培養施設 
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室戸海洋深層水、地下海水によるアオノリとトコブシ養殖 

合同会社シーベジタブル 代表社員 蜂谷 潤 

 

はじめに 

スジアオノリやトコブシは、高知県の特産品として知られています。しかし、数年前か

ら、いずれも資源量は激減しています。トコブシの産地として知られる室戸市のある地区

では水揚げ量が 20年前に 30ｔ以上あったものから、現在は 10ｔ以下にまで減少しました。

また、四万十川におけるスジアオノリの水揚げ量も昭和 55年には 60ｔ以上あったにも関わ

らず、近年は 5ｔにも満たない収穫量へと激減しています。青のりは海面での養殖も行われ

ていますが、種苗を付けたロープを河川に広げる従来の養殖法では自然任せであるため、

天然物と同様に収穫量にも大きな変動があります。そこで、私たちは通年安定した水質で

ある海洋深層水や地下海水を活用し、陸上での生産を 5 年前から挑戦し現在も事業を運営

しています。 

 

室戸海洋深層水と地下海水を活用した養殖メリット 

海洋深層水は富栄養性、清浄性、低水温安定性の特徴を有します。地下海水は基本的に

は冨栄養性、清浄性を有しており、水温安定性が挙げられます。水温は外気温の年間平均

気温で安定するとされており、室戸では海洋深層水よりも高い水温で安定して取水されて

います。これらの海水を用いることで、水質の濾過コストを軽減し、海藻養殖においては

栄養添加コストも軽減し、安定した水温での生産を可能とすることから、ヒーターやクー

ラーを使わないエコな陸上生産を実現しています。 

 

生産システム 

海藻の養殖には４つの大きさの水槽を用いて生産を行っています。室内で種苗を生産し

一定の大きさまで育てたのち、屋外の１ｍ水槽内に移し水槽内がいっぱいになるまで 1 週

間程度かけ育てます。水槽内いっぱいに海藻が育つと生長が停滞することから、２ｍ水槽、

５ｍ水槽、１０ｍ水槽へと順に一回り大きな水槽に海藻を移動させ、最終的に収穫します。

収穫すると、１０ｍ水槽 1基あたり 50kg程度の海藻を収穫でき、乾燥させると約 5kgにも

なります。これらの水槽各１基あわせたものを 1 ユニットとし、室戸では 9 ユニットを活

用した生産を行っており、現在は年間に乾燥重量で約 2.5t の生産を行っています。また、

海藻養殖後の二次水を活用したトコブシ生産を予定しています。現在、海藻生産のために 1

日 1,200t の海水を用いているため、2 次水にはコストをかけず 1200t の海水を利用できま

す。海藻は生産に 1 か月も要さないがトコブシは生産に種苗から２年以上要し生産リスク

も非常に高くなります。これらのことから、弊社では海藻生産に重点を置き、トコブシ生

産はサイドビジネスとして展開準備を進めています。 
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スジアオノリ培養システム 

 

 

 

 

 

 

   スジアオノリ陸上培養システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    異なる海藻を食した、異なる色模様のトコブシ 
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アカモク群落落も効用とアカモク食品広告 

               

アカモク群落の魚類の群れ         アカモクの生殖器官（商品化原料）           

（新井省吾提供：海藻研究所 Tel: 090-2500-8371） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温湯にさらしたアカモク 

 

 



17 回海の森づくりシンポジウム、2018 年 

23 

 

  

 



17 回海の森づくりシンポジウム、2018 年 

24 

 

 

 

 

      海の森づくり推進協会のロゴマーク 

 

 

海の森づくり推進協会事務局（連絡先）  

７８１－１１６４ 土佐市宇佐町井尻 ２２６－２ 

大野 正夫 email: moseaweed@yahoo.co.jp 


