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オーストラリアの海をワカメから守れ！ 

 

朝香真鈴, 石黒千愛, 中泉咲良, 長谷川ここの, 平泉李雪 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ７ 

 

現在、オーストラリアの周辺海域ではワカメの増殖が問題になっている。増殖したワカメは船の故障の原

因となったり、養殖魚介類の成長を阻害したりする。調査した結果、オーストラリアの海の海洋環境はワ

カメの生育条件と合致していることが分かった。また、オーストラリアでは鉱山採掘による川の汚染が問

題となっていることや、政府の政策によりバイオ燃料の使用が推奨されていることも分かった。そこで私

たちは重金属吸着剤とバイオ燃料として利用することで、ワカメの増殖問題を解決することを考えた。 
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Ⅰ 問題の所在 

現在、オーストラリア周辺海域ではワカメが増

殖している。ワカメの繁殖力は強く、在来の海藻

が存在しない地域では生態系に大きな影響を与

えてしまう。また、増殖したワカメは養殖漁業用

の網に繁殖したり、絡まったりすることで漁業に

被害をもたらしている。 

 

Ⅱ 問題の背景 

１ 侵入経路について 

 増殖の原因はバラスト水にあると考えられる。

バラスト水とは、他国で積み荷を降ろしたタンカ

ーの重心を安定させるために、船舶のバラストタ

ンクに入れられる海水である。本来、オーストラ

リアにワカメは生息しておらず、日本や韓国とい

ったワカメが生息する地域からやってくるタン

カーのバラスト水にワカメの胞子が混入し、それ

らがオーストラリアの海で排出されることで、繁

殖が進む。 

 

２ ワカメの生育条件 

 私たちはフィールドワークで秋田県水産振興

センターを訪問した。そこでワカメの生育環境に

ついて調査したところ、ワカメが繁殖するために

は４つの条件が必要であることがわかった。１つ

目は、潮の流れがあり、かつ、荒れない海である

こと。２つ目は、日光が多く当たる環境であるこ

と。３つ目は、周辺に多年草が生息していない環

境であること。４つ目は、栄養豊富な海であるこ

とである。オーストラリアの東西には海流が存在

し、栄養が豊富である（図１）。また、オースト

ラリアの海は透明度が高く多年草も少ない。この

ため、オーストラリアの海にはワカメの生育条件

が揃っていると考えられる。実際に、ニューサウ

ス・ウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア島

周辺などの南東にワカメが分布している。これら

のことから、ワカメはその他沿岸線全域にも繁殖

する可能性があると考えられる。 

 

図１ オーストリア周辺の海流 

 

Ⅲ 仮説 

ワカメの増殖問題の解決策として、 

・バラスト水によるワカメの胞子の移動を防止

すること。 

・繁殖したワカメを活用すること。 

の二つが考えられる。また、ワカメの活用方法と

しては以下の方法が挙げられる。 
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(1) 食用  

(2) バイオ燃料 

(3) 重金属吸着剤 

私たちはワカメの活用方法の中で、食用として

の活用が一番身近であると考えた。しかし、オー

ストラリアの人々は海藻を消化吸収する腸内細

菌を持っておらず、ワカメを消化吸収できない。 

また、ワカメはヨウ素を多く含む。ヨウ素は過

剰摂取することで甲状腺の機能低下に繋がり、体

に様々な悪影響を及ぼす。日本では海藻を通して

ヨウ素を摂取するが、海外では海藻を食べる習慣

がなく、ヨウ素を食物に混ぜて摂取している。そ

のため、ワカメを食用とするとヨウ素の過剰摂取

を招くと考え、オーストラリアに対しては不適と

する。 

以上のことから私たちは、近年注目を集めてい

るバイオ燃料と重金属吸着剤としてのワカメの

利用に着目した。 

 

Ⅳ 調査 

１ バラスト水への対策 

 バラスト水により外来種が繁殖する問題は各

地で起きている。そのため、バラスト水管理条約

が国際海事機関によって制定されている。この条

約の目的は、水生生物や病原菌の移動を制限する

ことである。条約では、国家間を往来する船舶に

バラスト水処理設備を搭載することと、水深 200m

以遠かつ 200 海里以上の場所でバラスト水を交

換することが義務づけられている。私たちは、こ

のような条約があれば、ワカメを含む水生生物の

移動と繁殖は防げると考えていた。しかしながら、

この条約は日本を含めた 90 か国しか批准してい

ない。この数は世界の半分程度である。さらに、

平成 29 年９月８日に発効したばかりの条約であ

るため、まだ目に見える成果は薄いと考えられる。

また、バラスト水を交換する以外の処理方法もあ

るが、費用が多くかかるなどの問題が課題となっ

ている。このほかにも船舶へのバラスト水処理設

備の搭載が完璧ではないこと、ワカメの繁殖力が

強いこと、船体に付着した水生生物が移動し、拡

散されるという課題も残っていることなどから、

現段階では胞子混入を完全に防ぐことは難しい。 

２ バイオエタノール製造について 

 バイオエタノールは、一般的にはトウモロコシ

などの陸上植物に含まれる多糖類から製造され

る。ワカメも多糖類を含むが、エタノール発酵さ

せることができるのはごく一部であった。主成分

であるアルギン酸からバイオエタノールを生産

するのは不可能とされ、ワカメからのバイオエタ

ノール製造は非効率的であると言われていた。し

かし 2011 年、京都大学が世界で初めてアルギン

酸からバイオエタノールを製造する技術を確立

したことを発表した。大豆、パーム油、ワカメを

１ha あたりのバイオエタノールの生成量で比較

すると、大豆は 1,900ℓ、パーム油は 5,950ℓ、ワ

カメは 98,500ℓで、ワカメが最も効率的なことが

分かった。(図２) 

 

図２ １haあたりのバイオエタノール生成量の比較 

 

３ 重金属吸着剤について 

(1)重金属吸着剤の使用 

 海藻は重金属を吸着しやすい性質を持つ。この

特性を利用して重金属吸着剤を作る。重金属に汚

染された水や土壌で育った作物を摂取すると、中

毒症状や健康被害が生じる。汚染浄化のために重

金属吸着剤が使用される。 

 

(2)ワカメの重金属除去剤への応用 

 東北大学の研究によると、吸着剤は廃棄される

メカブを乾燥後、フードプロセッサーで粉末化す

るだけで製造できる。以下は鉛濃度 21.5mg/ℓ、

亜鉛濃度 100mg/ℓの水溶液に２g/ℓの吸着剤を加

えた結果である。(図３) 
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図３ 各水溶液に対する重金属吸着率の比較 

 

この吸着剤は亜鉛、鉛に対して特に効果を発揮

し、さらに塩化カルシウムで前処理操作を行うこ

とにより性能が向上している。吸着性能の約 90％

という数値は市販のものと比較しても遜色のな

い数値である。 

 

Ⅴ 課題 

 本研究は、オーストラリアに繁殖する天然ワカ

メの活用方法を検討した。しかし、これらの活用

方法を持続的に実践し、かつ商業活動に結び付け

るためには、オーストラリアでの天然ワカメの刈

り取り方法を検討する必要がある。 

 国内のワカメを取り扱っている企業に、ワカメ

の刈り取り方法についていくつかの質問をした

ところ、素潜りで刈り取る方法、箱眼鏡で海底を

見ながら竿を使って取る方法があることが分か

った。ワカメを日常的に食べる日本でもこのよう

な刈り取り方法であるため、大量に処理するため

には、機械化による方法など今後の開発が必要で

あろう。 

 

Ⅵ 考察 

１ 重金属吸着剤について 

私たちは、オーストラリアは鉱山採掘が盛んで

あることから、ニューサウス・ウェールズ州では

鉱山から出た重金属などの汚染物質が川へ流出

し、問題となっていることに着目した。オースト

ラリアは慢性的な水不足を課題としていること

から、これらは大きな問題と考えられる。そこで、

このワカメから重金属吸着剤を作り出す方法を

用いることができないかと考えた。例えば、ダム

や浄水場で使用される凝集剤としてこのワカメ

を使用する。凝集剤として使用後は廃棄するが、

元々は自然由来のものであるワカメは、従来の金

属由来の凝集剤と比べて環境にやさしいと考え

られる。 

また、海藻の養殖に関する産業体は 2014 年頃

まではなかったため、オーストラリアにおける海

藻産業は未発達である。そこで、日本とオースト

ラリアの海藻について研究している大学や企業

らが連携を取り合い、日本の海藻研究、産業のノ

ウハウを学び取ることができれば、オーストラリ

アにおける海藻研究、産業は発展するだろう。 

 

２ バイオ燃料について 

 現在オーストラリアでは、地球温暖化対策に対

応した発電方法を推進しており、化石燃料の比率

が縮小し、再生可能エネルギーが急成長している。

これは、オーストラリア政府が 2001 年から導入

した RET 制度(Renewable Energy Target)による

ものである。RET制度とは再生可能エネルギー源

による発電を促進する目的で掲げられたもので

ある。 

また、オーストラリアは 2020 年までに、国内

電力の 20％以上を再生可能エネルギーで供給す

ることを目標としている。加えて、オーストラリ

アのカンタス航空が、世界で初めてバイオ燃料を

使用するアメリカとオーストラリア間の直行便

を運航した。ジェット航空機からの CO2排出量は、

年間約８億 tとされる。従来の化石燃料をバイオ

ジェット燃料に切り替えると、CO2排出量を最大

で７割カットできることが、アメリカ航空宇宙局

(NASA)の研究で判明した。 

現代の技術を用いれば、ワカメは枯渇する化石

燃料の代替品になり得ることに加え、現在のオー

ストラリアの政策にも適していると考える。 

 

Ⅶ 結論 

 これまでに提示した活用方法は十分に魅力的

であるだろう。しかし、我々一般人にとって身近

な利用方法ではないため、注目されていないのが

事実である。海外では海藻は seaweedとして一括
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りにされ、固有名詞としてのワカメ(wakame)が通

じない。この研究を通してオーストラリアの人々

に、ワカメを seaweed としてではなく wakame と

して、さらには環境問題や水不足を解決する可能

性を秘めているものとして見てもらいたい。 
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