
(一社)マリノフォーラム 21((株)東京久栄) 

沿岸生態系を考慮した洋上風力発電施設周辺域における新規漁場の創出案 

◆提案の概要 

沿岸生態系を考慮し、浅海域では着床式洋上風力発電施設周辺に岩礁性藻場を造成し、沖合い域では回遊魚の

経路に魚礁効果を有する浮体式洋上風力発電施設を配置する。これにより、沿岸生態系の生物生産性と生物多様

性の底上げを図るとともに漁業者に利用しやすい新たな漁場を創出する。 

１．浅海域：水深 20ｍ以浅における藻場造成 

海藻の生育に適した水深 20ｍ以浅では、着床式洋上風力発電施設の周辺に割り石やコンクリートブロック

を投入することにより、岩礁性藻場を造成する。 

【岩礁性藻場の特徴】 

・アワビ、ウニ、サザエ等磯根生物の餌料⇒アワビ礁 

・岩礁性藻場を構成するコンブ、ワカメなどは直接利用⇒コンブ礁 

・魚介類の生活場（餌場、隠れ場、産卵場）や稚魚の成育場 

・ニシン（ホンダワラ類）、アイナメ（海藻等）、ハタハタ（スギモク）、アオリイカ（ホンダワラ類、アラ

メ等）、コウイカ（ホンダワラ類、アマモ類）などは藻場を産卵場として利用 

・水質浄化機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【浅海域の配置計画例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩礁性藻場の状況 
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２．沖合い域：水深 20ｍ以深（主として水深 50ｍ以深を対象） 

浮体式洋上風力発電施設の係留系や浮体自身を魚礁として直接利活用する他、周辺への魚礁ブロック等の投

入により魚礁効果を高める。 

【期待される効果】 

マダイ、イサキ、ヒラメなどの岸沖回遊魚、ブリなど広範囲に回遊する魚、中深場に生息する魚礁性の高

い魚類の蝟集が期待できる。シンカー部及び周辺部にはⅠ型、Ⅱ型、Ⅳ型の魚類が、係留索、浮体にはⅢ型

の魚類の蝟集が想定される。 

                                     魚礁と魚群分布様式の関係 

Ⅰ型：魚礁に体の大部分、もしくは一部を接触させている種 
      アイナメ、カサゴ、ハタ類、オコゼ、マダコ等 
Ⅱ型：体を魚礁に接触させることは少ないが、魚礁に極めて近いところに位置する種 

マダイ、チダイ、イシダイ、メバル、クロソイ、イサキ、メジナ等 
Ⅲ型：主として魚礁から離れた表中層に位置する種 
      ブリ類、マグロ類、カツオ類、アジ類、サバ類、シイラ等 
Ⅳ型：主として魚礁周辺の海底に位置する種 
      ヒラメ、カレイ類、アマダイ、シロギス、カジカ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．全体配置計画 

マダイ、イサキ、ヒラメなど岸沖回遊魚の生活史を考慮し、浅海域から沖合い域にかけてその地域における

生態系を考慮した適正な水深帯に洋上風力発電施設を配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越冬 
成長 産卵 

浅海域：水深 20ｍ以浅 沖合い域：水深 50ｍ 

浮体、係留索：回遊性魚類（Ⅲ型）の餌場 

シンカー部：岸沖回遊魚の餌場等 
Ⅲ型を除く魚礁性の高い魚類の蝟集 

沖合い域：水深 100ｍ 



●対象場所 
 ◇高濁度海域や水深のある場所(30m位まで)の海域 

 ◇地盤沈下により光量不足となった海域 

●対象種 
 ◇浅場：アマモ 岩礁域：アラメ、カジメ等 

◎スマートグリッドの考え方を背景におき、地域
電力網への漁業の参入と電力活用を想定 

 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 

●期待される効果 
 ◇魚介類の産卵の場、稚仔魚の育成場、 

                                              生産場の拡大 ⇒ 資源増 

 ◇栄養塩の固定 ⇒ 海域の浄化 

 ◇CO2の固定 ⇒ 地球温暖化の防止 

●目的 ～技術開発の概要～ 

※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 

 地球温暖化や枯渇性エネルギーの問題が顕著となる中、太
陽光のほか、洋上風力や波力、潮流といった海洋再生可能エ
ネルギーの普及拡大が求められている。今後、海域利用を進め
るためには漁業との協調が必要不可欠 

風力発電 

潮流発電 

太陽光発電 

都心部へ供給 

地域で活用 

スマート
グリッド 

海底を照らすLEDランプ※ LEDランプ LEDランプ 

アマモ アラメ・カジメ 

アマモ場 海中LEDランプの実例※ アラメ他岩礁性藻場 

浅場 

浅海域 

漁業協調型の風力発電施設の事例提案 (一社)マリノフォーラム２１(芙蓉海洋開発(株)) 



漁業協調型の風力発電施設の事例提案 

●対象場所 
  ◇砂泥の浅海域 

 

●対象種 
  ◇アマモ 

●期待される効果 

 
 ◇魚介類の産卵の場、稚仔魚の育成場 

                                        生産場の拡大 ⇒ 資源増 

 

 ◇栄養塩の固定 ⇒ 海域の浄化 

◎全て腐食分解する材質でできた環境にやさしい造成基盤 

◎水中でも陸上でも１人で 移動可能なサイズ  

◎アマモ種子を挟み込む構造であるため、種子入れが簡便  

◎水槽などでアマモの苗を育苗後も運搬可能 

◎ロ－プで連結することで大規模なアマモ場造成が可能 

◎大規模なアマモ場造成を行う前に小規模な試験造成にも対応 

ゾステラマットを用いたアマモ場造成 

ゾステラマットの特徴 

●実績 

  ◇平成16～17年度 650基 志摩市阿児町 

  ◇平成17年 200基  津市御殿場海岸 

  ◇平成18年   200基 伊勢市二見町 

                          など 

ゾステラマット 

(一社)マリノフォーラム２１(芙蓉海洋開発(株)) 



◎スマートグリッドの考え方を背景におき、地域
電力網への漁業の参入と電力活用を想定 

 地球温暖化や枯渇性エネルギーの問題が顕著となる中、太
陽光のほか、洋上風力や波力、潮流といった海洋再生可能エ
ネルギーの普及拡大が求められている。今後、海域利用を進め
るためには漁業との協調が必要不可欠 

風力発電 

潮流発電 

太陽光発電 

都心部へ供給 

地域で活用 

スマート
グリッド 

●対象場所 
 ◇閉鎖性内湾の給餌養殖漁場（水深30m位まで） 

●対象種 
 ◇（北方）ギンザケ、マツカワ、クロソイなど 

 ◇（南方）ハマチ類、タイ、マグロなど 

●期待される効果 
 ◇閉鎖性内湾の底質改善 

 ◇貧酸素水発生の抑制 

 ◇水域の生産力向上 

 光が届かない海底環境に光（藻類に適した赤色・青色の
LEDランプなどの利用）を与えることにより、微細藻類を活
性化させ、養殖漁場の底質環境を改善する 

LEDランプ 

微細藻類 酸素生成 

 ⇒ 好気的環境の維持  

底質の硫化物分解・生成抑制、有機物分解の促進 

●目的 ～技術開発の概要～ 

※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 

海中LEDランプの実例※ 

漁業協調型の風力発電施設の事例提案 (一社)マリノフォーラム２１(芙蓉海洋開発(株)) 



●対象場所 

 ◇砂泥および岩場 

●対象種 

 ◇アラメ・カジメ・クロメコンブ， 

              ホンダワラ等 

●期待される効果 

 
  

 ◇魚介類の産卵の場、稚仔魚の育成場 

                                      生産場の拡大 ⇒ 資源増 

  

 ◇栄養塩の固定 ⇒ 海域の浄化 

マリンブロックを用いた岩礁性藻場の造成 

マリンブロックの特徴 

◎主成分は貝殻やサンゴと同じ炭酸カルシウム 

◎内部に無数の連続した細孔を持つ多孔質体で、海藻が容易に  

着生 

◎国土交通省のNETISに登録された優れたリサイクル品 

◎鉄鋼スラグに炭酸ガスを吹き込み吸収固化させているので、
CO2の削減につながる。 

●実績 

  ◇平成16年度 施工 

  ◇石川県珠洲市沖 

  ◇マリンブロック 40基 

  ◇造成面積 731m2  など 

（マリンブロックはJFEスチール(株)の製品です） 

漁業協調型の風力発電施設の事例提案 

マリンブロック 

(一社)マリノフォーラム２１(芙蓉海洋開発(株)) 



（一社）マリノフォーラム21(サカイオーベックス(株))

③-1 提案の概要（沿岸型） 

従来法(魚醤) 速醸法(液化魚腸) 

食

塩 

食

塩 

60℃ 12時間※ 酵素分解 常温 600時間 

無塩液化魚腸 

※ タンパク質の80％以上がアミノ酸に分解される時間。魚種により異なる。 

※ これまで液化が確認された魚種等 サバ、カツオ、マグロ、ニシン、アユ、イカ 

含塩液化魚腸 

未利用魚・魚類魚腸等

味覚効果(餌の実体) 

 視覚効果(コマセなどの煙幕効果) 

 
嗅覚効果 

複合アミノ酸は10-9Mでも反応があるとされる。

（液化魚腸5億倍希釈相当） 

流れ 流れ 流れ 

アミノ酸の絶対量が多いため、 

同一重量のオキアミ(上)より 

液化魚腸(下)にメジナが多く集まる 

①液化魚腸とは… 
 福井県立大学宇多川教授の開発した速醸法（特許製法）により生産され、 

 高速度調製・高アミノ酸含量・塩濃度調整可（0～20%）が特徴。 

 【製造プロセス】 

 魚腸骨等粉砕→加温撹拌→保温→塩添加または高温による腐敗防止 

 

②液化魚腸の水産業への効果 
 分解（無機化）が早く、コンブなど海藻の栄養となる。(15℃3日後70％以上、25℃3日後

90％以上) 

 水産動植物の増殖効果 （窒素等量の無機栄養塩と比較し3～4倍） 

 アミノ酸による集魚効果（嗅覚に依存している、イワシ、ウナギ、ニシン、ヒラメ、ブリ、マア

ジ、 

             マグロ、マダイ、マダラなどの集魚） 

 

比重を大きくし、多糖類で粘性を持たせることで、 

1ヶ月後も液化魚腸の効果を持続させることが可能。 

液化魚腸を用いた漁場造成の提案 



粉砕槽 

昇温槽 

恒温槽 

放流口 

粉砕槽 

昇温槽 

恒温槽 

放流口 

液化魚腸装置 平面 

液化魚腸装置 

電源 

液化魚腸装置 断面 

③-1 提案の概要（沿岸型） 
 水深10ｍ程度の砂浜に設置された着床式洋上風力発電構造物に対し、 

 液化魚腸装置を付与し、イカ内臓など未利用水産物をアミノ酸等に分解、 

 散布することで、以下の効果により豊かな漁場が造成される。 

 （1）コンブなど海藻の栄養供給 半径15ｍがコンブの生育に有効な5μMの窒素濃度

となる。 

 （2）半径15ｍに人工海藻など生物担体を展開することで、付着藻類が増殖し、 

   タラ、ニシン、ハタハタなど、稚魚の餌場となる。 

 （3）行動が嗅覚に大きく依存すると言われるタラなどが半径700ｍから集魚する。 

  

③-2 提案の概要（沖合型） 



粉砕槽 

昇温槽 

恒温槽 

放流口 

液化魚腸装置 断面 

液化魚腸装置 平面 

液化魚腸装置 

電源 

粉砕槽 

昇温槽 

恒温槽 

放流口 

③-2 提案の概要（沖合型） 
 水深100ｍ程度の砂浜に設置された浮体式洋上風力発電構造物に対し、 

 液化魚腸装置を付与し、構造物周辺に液化魚腸を1週間で1ｔ散布することで、 

 マグロなど回遊魚やアジなど浮魚を半径700ｍから集魚し、周辺の餌生物を増殖させ

る。 

 



(一社)マリノフォーラム 21(日本ミクニヤ(株)) 

洋上風力発電施設建設に伴う魚礁設置 

【提案の概要】 

洋上風力発電施設およびその周辺に魚礁や藻場礁を設置し、行う場合、海域を使用することから、このような

海域に漁業権を有する漁業組合との調整が必要となる。調整にあたっては、洋上風力自体、またはその周辺にお

ける海域が漁業者にとって継続的な収益還元となる方策が望ましい。具体的には、洋上風力発電における基礎の

周辺、および関連施設（ケーブル等）に魚礁や藻場礁を設置し、岩ガキ、アワビ、サザエ等の増産を図る。さら

に、種苗放流や維持管理方法の普及によって、増産効果を高める。 

 

【期待される水産業に対する効果】 

一般的に候補地は、砂浜が多く、周辺に岩礁が点在する海域が想定される。鳥取県等の日本海側ではこのよう

な岩礁帯で岩ガキ、アワビ、サザエ等が漁獲されている。洋上風力発電施設の周辺、関連施設（ケーブル等）に

魚礁ブロックを設置し、周辺に魚礁や藻場礁を設置することで、岩ガキ、アワビ、サザエ等の貝類の増産効果が

期待される。また、アワビ、サザエは、全国的にも種苗放流が実施されており、種苗放流することで増産効果を

向上させることが期待される。なお、日本海側では、岩ガキが漁獲され、増産効果を高めるため、魚礁表面を一

定時期に研磨することで、岩ガキ等の付着を促進させ、一部実施され、潜水業による漁獲が実施されている（鳥

取県等）。このような維持管理手法の普及を併せて実施することで増産効果を高めることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩ガキ漁の状況（素潜りによる潜水漁） 

http://www.takaura.com/kodawari/iwagaki.html 

http://www.47news.jp/localnews/toyama/2010/04/post_20100415181655.html 

 

http://www.takaura.com/kodawari/iwagaki.html
http://www.47news.jp/localnews/toyama/2010/04/post_20100415181655.html


洋上風力発電における基礎の周辺、および関連施設（ｹｰﾌﾞﾙ等）に魚礁や藻場礁を設置し、  
岩ｶﾞｷ、ｱﾜﾋﾞ、ｻｻﾞｴ等の増産を図る。さらに、種苗放流や維持管理方法の普及によって、増
産効果を高める。 

種苗放流や維持管理によって 
岩ガキ、アワビ、サザエ等が付着 
しやすくなる 

関連施設（ｹｰﾌﾞﾙ等）に 
      魚礁や藻場礁設置 

v 

既往漁場との連携にも配慮した 
設置を行う（漁場拡大） 

基礎周辺（根固め、洗掘防止） 
にブロック等設置 

岩ガキ アワビ サザエ 

(一社)マリノフォーラム21(日本ミクニヤ(株)) 


	⑤
	スライド番号 1


