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はじめに 

NPO 法人 海の森づくり推進協会  

代表理事 松田惠明

当協会は創設以来、次のような幅広い活動に取り組んで

きた。１．年 1回の海の森づくり定期講演会と臨時の講演

会の開催、２．数年に 1回の海の森づくりサミットの開催、

３．国内外を含む先進地・現場ツアーの開催、４．おしば

体験教室や干潟観察会の開催、５．海の森づくり用種糸の

斡旋（7-2 月）、６．年 2 回のニュースレター発行、７．

地域活動支援。 

このような活動をしている団体は他にないが、そのファ

ンディングは非常に厳しい。2009年に日本財団の助成事業

で、第 3回こんぶサミットが開催でき、その後は日立環境

財団から当協会秋田県支部が関わった 2014-15年の「もう

一つの森（海の森）づくり支援事業」に対する第 13・14回

日立環境 NPO助成だけであった。当協会が秋田県の男鹿の

海 森づくり推進協議会の 1 メンバーとして当協会が参加

し、2011年に始まった新しい公共の場づくりのためのモデ

ル事業分（NPO 支援重点枠）の「男鹿における海の森づく

りによる前浜の活性化」は順調にスタートした。しかし、

2012 年 4月初旬にあった突風で、コンブの養殖施設は壊滅

し、結果を出せずに終わってしまった。しかし、このよう

な当協会の活動は 2013 年に、秋田県から環境大賞（環境

保全部門）を受けた。 

 ファンディング対策として、これまで考えたこともない

ソシアル・ファンディング（クラウド・ファンデング）に

チャレンジすることになり、「READYFOR」をスタートして

80万円を集めることになった。海藻が作る「海の森」を知

ってもらい、豊かな海を守り続けたい！というタイトルを

つけて、READYFOR担当者の意見を聞きながら、表現を考え

ていった。そこで、これまでの当協会の PR の問題点が出

てきた。それは以下のようである。 

○1 現状は、ホームページ、ニュースレター、出版、口コミ

等で PRしているが、Facebook,ツイッター、スカイプなど

の活用があまりに貧弱。○2 広告の活用が貧弱。○3 投資状況

をみると、会員からのものが非常に多い。会員勧誘に対す

る効果的な PR が必要であり、会員・非会員に対するフォ

ローアップが欠かせず、会員全員が人集めに効率的に動け

るようにする必要がある。とにかく、READYFORの目標額で

ある 80 万円は集めることができたが、その 80％は会員か

らの投資であった。 

このような昨年度の活動から、種糸斡旋を収益事業に切

り替えたが、扱い量が少なく、純益に繋がらず、2017年度

については免税申請に切り替えた。今年度は、今後当協会

推奨の商品に、当協会ロゴマークを印刷した商品の取り組

みで収益を上げることになり、当協会のロゴが制作された。 

このような中で、事務局体制は強化され、これまで、発

行が滞っていたニュースレターを軌道に乗せ、2017 年を、

NPO 再出発の準備に振り向けることができた。今年度は、

次年度からの新しい活動体制の基盤づくりを、協会員で大

いに討議したことを、このニュースレターで報告したい。

また、第 16 回海の森づくりシンポジウム、当会のロゴマ

ーク制定、コンブの種苗斡旋配布について特集する。 
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・シンポジウムの開催趣旨と報告               大会委員長 日本大学名誉教授 堀田健治 

第 16回シンポジウムは、平成 29年（2017）6月 3日（土

曜日）、東京都お茶の水の日本大学理工学部 1号館 121室

で、9 時 30 分より昼食をはさんで 17 時まで開催された。

音響設備の整った大教室で、参加者も延べ 100 名ほどで、

講演後、充分な討議の時間もあり成功裡に終わった。シン

ポジウムの作業を進めて下さった日本大学のスタッフに

謝意を表したい。 

前回のシンポジウムでは、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が検討された。今回のシンポジウ

ムは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る。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が検討された。 

他方、これまで、海藻の養殖の可能性は歴然としてきた

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る。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

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―ルしてきた。 

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。」とした。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）

が日本の公約となっている。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る。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た。この機会を大

いに活用していただきたい。 

 

・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 

日本の太平洋沿岸では、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。 

 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、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 年以降にヒラネジモク

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

2. 第 16 回 海の森づくりシンポジウム報告 ―副題：藻類陸上養殖の現状と展望― 

田中幸記（2017）より引用 
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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年以前には、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

流堤に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、海水温の高温化に

よることが明白となった。 

 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に減少、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。

 

・CO2 による海水の酸性化と藻類への影響 ―最近の研究動向と課題― 

  国立研究開発法人 海洋研究開発機構 技術研究員 杉江 恒二 

人為起源の二酸化炭素の増加による海洋酸性化が確実

に進行していること、将来予測される海洋酸性化によって、

沿岸域に生息するウニやアワビの発育初期段階に悪影響

を及すこと、またそれらがプランクトンからベントスに変

態する際に必要な石灰化藻類の成長に負の影響があるこ

と、外洋域では物質循環過程や生態系の低次栄養生物の構

造が変わりうることは講演で述べたとおりである。しかし

ながら、これらの影響がどの程度、例えば経済価値に置き

換えた時の評価（被害）に関する知見は著しく少ない。自

然科学と社会経済の研究者が手を組み、今後の方策を練っ

て行くことは非常に重要な課題と考えられる。また、海洋

酸性化は独自で進行するのではなく、温暖化を始めとした

他の環境ストレスと同時に進行する可能性が高い。途上国

沿岸では各種の汚染、北極海では海氷融解など、海域毎に

複合的に起こり得る環境ストレスは異なるであろう。     

2012年に米国で開催された The Ocean in a High CO2 

World III では、海洋酸性化を含めた複合環境ストレスに

関する調査の必要性が明確化され、2016年にオーストラリ

アで開催された The Ocean in a High CO2 World IV では

各国の研究者による複合環境ストレスに関する研究発表

が行われた。この傾向は今後もしばらく続くと思われる。 

続いて、海洋酸性化を模擬した実験期間に関する問題が

浮上してきている。海洋酸性化の進行速度に比べて、実験

で模擬できる期間は圧倒的に短いことに起因する。世代時

間の短い植物プランクトンを用いた実験では、1 年以上異

なる環境（酸性化や温暖化）で培養すると形質が不可逆的

に変化する可能性が報告されており、長期実験のデータの

蓄積は残された重要な課題の 1つである。今後は年単位の

長期的な実験を視野に入れ、研究計画を組む必要があるだ

ろう。最後に、海洋生物の種間・種内の多様性が海洋酸性

化にどれほど抵抗性を有するであろうか、という課題も出

てきている。これには、生態系の複雑さの理解を深めるこ

とが先決のように思われる。全ての課題を一挙に解決する

方法は残念ながら簡単には見つからない。現状では、少し

ずつでも解決の糸口を探り続ける努力が大切だろう。一方

では、実験によって悪い影響が出るかもしれない、という

予測結果を裏切るためにも、全ての人類が環境変化を最小

限に止めるように地道な努力を続けることが必要であろ

う。その努力を推進してゆくためには人類が生きている地

球システムへの深い理解を根付かせる必要があり、昨今で

は初等教育の重要性を強く意識する次第である。

 

・地球温暖化によるサンゴ礁生物の影響 ― 2016年の大規模サンゴ白化現象についってー 

           一般財団法人自然環境研究センター 木村強匡 

造礁サンゴ類は、平年水温より 1～2 度の上昇で水温ス

トレスにより体内に共生する褐虫藻の光合成が阻害され、

サンゴの体色が白くなる白化現象が起こる。水温が下がる

と回復するが、高い水温の状態が長く続くと褐藻虫藻から

の光合成生産物が取れず栄養不足によりサンゴ自身も死

滅する。 



4 

 

2014年の高水温傾向に続き、2015 年から 2016年には強

度のエルニーニヨ現象が起こった。これは、気象庁が記録

する 1949 年以降発生して同様の現象のなかで最も長期間

継続したものであり、世界各地における大規模なサンゴの

白化現象の引き金となった。サンゴの白化現象は、2014年

から 2016年にかけて、太平洋、インド洋、カリブ海、紅海

など世界の広範囲な海域で大規模におこった。オーストラ

リアのグレートバリアリーフでは 90％以上のサンゴ群集

が白化し、50％以上が高水温のために死亡し、観光業や水

産業などに大きな影響を与えた.過去の日本の大規模なサ

ンゴの白化現象は 1998 年に起こっており、2007 年には石

垣島から西表島にいたる八重島諸島海域において局所的

に起こった。2016年の白化現象も同規模と考えられている。

1998 年にすでにモリタリング調査が行われていた石西礁

の調査結果と比較すると、死亡率が 50％を超えた 2016 年

の石西礁周辺における白化現象は、1998 年の死亡率 21％

および 2007 年の死亡率 33％を上回り、これまで最大の被

害を伴ったといえる。

・“海藻の養殖”と“ふるさと納税”  岩井克巳（日東産業株式会社）＆松田惠明（海の森づくり推進協会） 

2008 年から始まった地方自治体の取り組み可能な”ふ

るさと納税”は、自治体物産店の様態に偏重しており、地

球温暖化対策の視点からは、改善が迫られている。「海の

森づくり」の提案は自治体の一つの在り方として、環境へ

の積極的な取り組みとしての表明であり、国際的にも評価

される行動であり、自治体の強化すべきところである。 

「海の森づくり」は多様な自然との共生種である海藻を中

心とした浅海・汽水・淡水域の植物群落からなる森の状況

を改善しようとする人為的努力を指すが、サンゴ礁やマン

グローブのような境界林や魚付林のように、陸・山の森と

も、深く関係している。このような「海の森づくり」を対

象とした「ふるさと納税」によるメリットには、次のよう 

な事が考えられる。 

1．海をきれいにし、２魚介類を増やし、3．コンブを収穫

し（納税者に還元もできる）、4．町を活性化し、5．雇用

を創り、5．観光客を集め、7．地球温暖化を防ぎ、8．CO2

排出権取引も促し、9．環境への行動にも参加・体験し、10．

納税者全員が森づくりのメンバーとして活動でき、11．国

際的にも評価される。 

本発表は、”ふるさと納税”と”海藻養増殖事業”との

マッチングについての研究会発足の場としたい。此のこと

は、”ふるさと納税”のアイデアが一段とレベルアップし、

一般の市民の自発的納税により地球温暖化防止行動とし

て国際的にも評価されることになると思われる。

・漁業再生となる陸上での海藻栽培とバナメイ（エビ）の複合養殖事業    有限会社ユア 代表 斎藤浩 

我々は、海藻の利活用・漁村や地域振興のための陸上動

植物複合増殖事業を進めており、南米原産バナメイ(エビ)

と海藻との混合養殖試験を行ってきた。年収 500 万円以

上を得ることが出来るようになれば、日本中の漁師の家族

収入が 2 倍になります。その資金計画づくりも計画し、ノ

ーリスクのビジネスモデルとなる。 

設備と生産額: ミナミアオサの成長率を湿重量で見ると

コンブの 10 倍というのが、門脇先生の計算（6 月 3 日シ

ンポジウム資料）です。コンブが㎡あたり 4.8 kg(4 か月)、

その 10 倍であれば 約 48kg/年の生産量になります。あく

まで仮の計算ですが、100 ㎡で栽培した場合、ミナミアオ

サは 2,000 円/kg という海藻取扱業者からの報告から、半

額の 1,000 円/㎏で計算しても 48 kg×100 ㎡×1,000 円

=480 万円の収入となる。 

ヒトエグサは、昨年浜値で 13,000 円/kg。地元のスーパ

ーで 50,000 円/kg、百貨店で 100,000 円/kg。海藻取扱業

者は 4,000 円/kg なら買い取ると言う。年 2 回としても 

500 万円くらいの収入にはなる。さらにバナメイを小割水

槽で混合養殖することにより、バナメイの収入分を、海藻

の約 500 万にさらにプラスできる。国産バナメイの価格は、

通販（冷凍）で 5,800 円/㎏(送料込み)。かつて我々は石川

で養殖を行っていたが、それよりもさらに省エネ省コスト

と、設備費の削減に努力している。 

小割水槽方式のメリット: バナメイとアオサ類を複合水

槽で同時に飼うことができる。バナメイの生育適温が 

30°C、ミナミアオサの生育温度が 25~30°C であるので、
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1 水槽を加熱して、その温排水で複数の種苗が循環利用で

きる。ミナミアオサを浄化作用材として活用し、さらに多

種利用方法がある商品としても販売、バナメイと一緒に販

売するシステム。複合養殖によって収益率が高いため、投

資の回収が大幅に短縮できる。海洋と違って、管理された

水で計画栽培できるので、安心で安定した事業となる 

 

・食用海藻産業に求められる陸上養殖生産                  理研食品（株） 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に

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

イーの提供である。海外では、カラギナンの原料や食用に

紅藻のタンク養殖が事業化されている。ポルトガルやオー

ストラリアにおいては、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に利

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

なかには、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。

 

・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） 

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。 

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）。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 

○1 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 ○2 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 ○3 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 ○4 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⑤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 ○6 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○7 中国：池中藻類 
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・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○8 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。 

環境保全型複合エコ養殖および水質保全指標の提案 

図１から、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。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

と算出される。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と算定される。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 7 kg湿/m2お

よび 7.6 kg湿/m2と求められる。                 

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。

 

・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一

位の「エビ消費大国」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・輸入されるクルマエビ類であ

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、エビ疫病の激増、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。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関わらずジュズモ属緑藻の 1種

項目 式 単位 マコンブ ワカメ アオサ 

水温  ℃ 23 20 28 

ブリの魚体重  kg 2.0 1.8 2.6 

ブリの生簀収容密度 a 個体/m3 4.8 4.8 6.3 

ブリの酸素消費速度 b mgO2/個/hr 879 695 1392 

海藻による最大酸素生産速度 c mgO2/kg/hr 750 830 6690 

ブリ個体当たりに最小限必要な 

海藻栽培密度 

b/c kg湿/個体 1.17 0.83 0.21 

ブリ生簀容積当たりに最小限必

要な海藻栽培密度 

a・b/c kg湿/ m3 5.6 4.0 1.3 

ブリ養魚場の単位面積当たりの 

日間Ｎ負荷速度 (高知県:1989) 

A mgN/m2/日 290 115 520 

海藻の単位面積当たりの 

日間最大Ｎ吸収速度 

B mgN/m2/日 2.9 3.1 3.6 

海藻個体当たりの葉体重量 C kg湿/個体 0.116 0.192 － 

海藻個体当たりの葉体面積 D m2/個体 0.11 0.26 － 

海藻重量当たりの葉体面積 E=D/C m2/kg湿 0.95 1.35 19 

ブリ養魚場の単位面積当たりに 

最小限必要な海藻栽培密度 

A/（B・

E） 

kg湿/m2 105 27 7.6 

 

表 1. ブリ養殖の窒素負荷および酸素消費から見た生簀容

積および養殖場面積あたりに最小限必要な海藻栽

培密度     門脇（1990, 2006）, 来代（2005） 

図 1. 浅海養殖場における環境保全型複合エコ養殖

の概念図      門脇（2004）より引用 
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を積極的に摂取、エビの成長ならびに収益性が有意に高ま

ることが確認された。これらの未利用のベントス類は広塩

性・高成長で、エビ養殖に容易に適用することが可能だと

考えられる。

 

 

 

「海の森づくり」ロゴマークが制定された。私達が直接的

あるいは間接的に「海の森づくり」に関わっていることを

示すシンボルマークであり、地球の環境保全に貢献してい

ることを示す。このマークを使えるものは、海の森づくり

推進協会の認証をもつものだけである。この認証は以下の

個人・団体に与えられる。NPO 法人海の森づくり推進協会

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）の活動は、ホームページ

（http://www.kaichurinn.com)をご覧いただきたい。入会

案内も表示している。NPO 法人海の森づくり推進協会が認

証する個人・団体は、商品や印刷物に、当協会のロゴマー

クを使用することができる。 

海の森づくり「ロゴマーク」で伝えたいことは次に要約

される。「日本各地の特徴を生かした沿岸域の賢い利用モ

デルの創造を目的とする全国組織「海の森づくり推進協会」

は、1994 年に鹿児島県東町漁協で始まった海中森として

のマコンブ養殖試験の成功に始まり、海の森づくり用マコ

ンブの種糸を希望者に毎年斡旋してきた。2002 年に NPO

法人として内閣府から認証されて以来、海の森づくりシン

ポジウムを毎年開催し、これまでにこんぶサミットを４回、

中国訪問を含む 5 回の研修ツアーを実施し、首都圏では多

摩川河口での干潟観察会、観音崎磯での海藻観察会、海の

日に海藻おしば体験教室を開催してきた。2010 年に水産

ジャーナリスト賞を受賞、2013 年に環境保全部門で秋田

県環境大賞を受賞し、同年に当協会の種糸を使った愛媛県

立宇和島水産高等学校が日本政策金融公庫の第一回全国

高校生ビジネスプラン・グランプリで最高位賞を獲得した。

本協会のロゴマークには、これまでの実践と、皆さんと共

に活動する未来への希望が込められている。

 

 

3 年ぶりにサハリンを訪問した友人から「暑中見舞い」

を受けた。その中に、『間宮海峡側は見事に育つ昆布が海

中林を形成している。教え子のロシア人宅を廻ったが、

細々と 3社のみが昆布生産を続けていた。日本の昆布ＩＱ

制はこれからもつづくのでしょうか？年間 3万 2千トン以

上あった（日本の）昆布生産は半減している。北方四島に

おける日露共同事業のための特別の立法処置も時間がか

かりそうだ。ロシア法でやるのが良いのではないか？中

国・韓国の権益化があり、特に中国人の攻勢は目を見張る

ものがあった』。自然に放置すれば、このような事は繰り

返される。私達は「海の時代」を迎えて「理想的な海の利

用はどうあるべきか」を真剣に考え、水産を未来産業と位

置付け、実験し、検討し、「海の森づくり」が日本の特徴

を生かした責任ある国際貢献に繋がることを訴えてきた。 

 私達の「海の森づくり」運動は、2001年に『コンブは地

球を救う』を出版された境一郎先生と深く関わっている。

1990 年代の初めに、北海道の境先生から、「鹿児島でコン

ブ養殖が出来れば、日本中でコンブ養殖ができる。この実

験を鹿児島で出来ないか？」との相談を私が受けた事から

始まる。その結果、1994年に境先生を鹿児島大学に客員教

授として招き、この実験に前向きな東町漁協と出あった。

1 寒村をブリの養殖拠点に切り替えた宇都時義組合長の協

力のもとに、受け入れは順調に進んだが、宇都氏は同年東

町町長になり、組合長を後退した。 

３. NPO 法人海の森づくり推進協会のロゴマーク制定 

4. 報告：コンブ種苗斡旋の過去と現在            鹿児島大学名誉教授 松田蕙明 

http://www.kaichurinn.com/
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 （1994 年）12 月末に、水温が 18℃以下になった頃、マ

コンブの促成栽培種の種糸 300ｍが青森市水産指導センタ

ーから取り寄せられ、獅子島、弊串、伊唐で養殖された。

成長は非常に良く、6 月 6 日の収穫時には、長さ 4ｍ、幅

30 ㎝、重さ 200ｇ/枚と立派に育っていた。収穫物は翌日

東京に持ち込まれ、時の水産庁長官鎮西廸雄氏に披露され、

水産庁の応援も確約された。しかしながら、東町漁協の取

組は、初年度投資が大きすぎたことの他、漁病問題と過積

載問題等も出てきて、次年度からの研究費は 50万円/年に

削減され、維持管理で精一杯となった。可能性は、1 時期

国会でも取り上げられたが、長続きはしなかった。 

 青森市水産種苗センターの種糸の斡旋は、鹿児島県と長

崎県を中心に続いた。鹿児島県の養殖は、東町の他、御所

浦、錦江湾、甑島、阿久根，頴娃、山川等でなされたが、

当協会が設立した 2002 年までには、漁船漁業を主体とし

ていた東町のコンブ養殖業者は殆ど興味を失っていた。理

由は、境先生が推奨していた北国で人気のある籠養殖によ

るアワビの生残率の低さであった。他方、東町漁協の様子

を見ていた熊本県の漁協は、アワビの餌コンブ用コンブに

興味をもち、生残率の高い生簀養殖を実施しており、東町

の養殖業者も生簀養殖に切り替える者も出てきた。1998年

以降同じような実験をしている漁協との交流を活発化し、

2000 年には「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以上に増やす様努力する。」

を決議し複合エコ養殖を養殖漁民自らが実践している。 

1年生のマコンブ促成栽培種の養殖が始まったのは 1960

年代後半で、1970年代に全国で養殖試験がなされた。しか

し、天然の 2年生の眞昆布に比べて、屑昆布の様な柔らか

コンブは 1部を除いて、商品として扱われなかった。特に、

西日本では人気がなく。九州では島原市以外では養殖業者

はいなかった。2001年に境と私の環境保全や多様な「海の

森づくり」に役立つコンブ養殖の説明会を石川県能登、島

根県隠岐、長崎県対馬・大村・壱岐で集中的に行い、2002

年に、長崎チームの鹿児島県御所浦漁協ツアーが企画され

た。その結果、長崎県でのコンブ養殖が急成長し、2005年

に大村市で第 1回こんぶサミットが開催された。 

種糸の斡旋量は、2002 年 1,200ｍから 2005 年 16,800ｍ

まで増えた。其の後、過剰栽培等で減少したが、2011年に

は 18,071ｍまで回復し、其の後、地球温暖化の影響で食害

や成育不良等で減少し、2017 年で 7,600ｍとなっている。

2008 年の東北大震災で当協会の斡旋種苗の生産者の 1 社

岩手県の重茂漁協の種苗生産施設が全壊したので、「宮古

市重茂漁協を支援する会」を結成し、1 年間の募金をし、

327,758 円と顕微鏡 1式を 2012年 11月 1日に贈呈した。 

2007年以降、ワカメの種糸も斡旋している。2009年ま

では徳島県鳴門の細川水産、2010 年は青森県水産指導セ

ンター、2011年以降は徳島県鳴門の向海産からのものを

扱っている。2016年に 1994年から始まって、当協会の種

糸斡旋のベースとなっていた青森市水産指導センターの

コンブの種苗生産は閉鎖された。現在、松前町、重茂漁

協、青森県栽培振興協会、向海産の種糸を使っている。

このように、自然相手のコンブの養殖環境は、非常にリ

スクが高い。極め細かい対応が要求されている。

 

 

 

 

今年度は、ロゴマークの選定を、会員の多くの方からの

意見を取り入れて、本号に示すように確定した。また、事

務局長を大野正夫氏が担当となり、任意団体として再出発

も予定されている。6月２には、シンポジウムが開かれる。

しかし、従来の事業も継続される。（松田恵明）

 

 

 

5. 事務局だより 


