
  
  ホソメコンブのδ15Nを指標とした藻場再生への施肥効果

とウニ類密度管理の検証

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 栗林,貴範

赤池,章一
発行元 日本水産工学会
巻/号 51巻1号
掲載ページ p. 47-54
発行年月 2014年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工学 Fisheries Eng注目ring
Vol. 51 No. 1. pp.47～54. 2014 

｛ 報文i

ホソメコンブの bl5Nを指標とした藻場再生への

施肥効果とウニ類密度管理の検証

栗林貴範1,2*・赤 i也章一3

47 

Effects of Nitrogen Fertilization with Density Control of Sea Urchins to 

まeformSeaweeds Community, Using b15N Signature in Algal Tissue of 

Saccharina jψonica var. religiosa (Miyabe) 

Takanori KuRIBAYASHI1・ 2* and Shoichi AKAIKE3 

Abstract 

Fertilization effects promoting growth of Saccharina japonica var. religiosa (Miyabe) and reforming 

seaweeds community with density control of sea urchins were investigated in southwest coast of Japan Sea 

off Hokkaido. Japan which is characterized as oligotrophy. Fertilizer-controlled dissolved inorganic nitrogen 

(DIN) was carried out by adding NH4-N ( (NH.1)2S0.1) in the coastal sea area of Kaminokuni. Hiyama, 

Hokkaido. Japan for 24 hours from autumn to early summer next year. By adding NH4-N, DIN 

concentration at the f巴rtilizationpoint could be maintained at lmg/L greater. The algal body of Saccharina 

at the fertilization point became significantly larger than th註tat th巴non-fertilizationpoint. Fεrtilizing with 

removing sea urchins. seaweeds community was reformed. How巴ver,without removing sea urchins, 

seaweeds community was not reformed even if f巴rtilization.It was confirmed that fertilization with density 

control of sea urchins was necessary to reform seaweeds community there. 
Here we also suggest applicability of nitrogen stable isotope ( o 15N) signature in algal tissue as a new 

indicator of detecting fertilization e妊ects.The δ15N value of Saccharina collected from fertilization point 

was significantly deplet巴d.This result indicated that Saccharina had assimilated high concentr・atedDIN of 
fertilization origin. 

工緒 = = 
の勢力強化と季節風のii~化による冬季から泰季にかけて

の栄養磁波皮の低下が考えられている2）。また， i後焼け

北海道潟西部臼本海沿岸域では，コンブ等の大型海藻 が顕著にみられるようになった1950年3),4）以前では，海

類が消失し，ウニ緩やエゾアワビ等磯根資源の生産低下 城へのイカゴロ（スルメイカの内蔵）投楽5）～8）や，ニ

を招く f磯焼けJが著しい！）。その一要因に対馬媛流 シン加工廃液の流入7),8) 大；澄に来遊したニシンの産
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卵・放；続的により，沿岸域に栄養塩が供給されていたこ

とも考えられており，磯焼けとの関連性が指摘されてい

る。

貧栄養海域における栄養強化は，磯焼け対策における

Z主要な主主索技術として古くから認識され，海域への施肥

10）～15）や海域肥沃化16）～21）など7徐々な手法が知られてい

る。中でも，イカゴロや魚かす等水産系廃楽物による施

Jll'lは，漁業者8らが取り組み可能な栄養強化法として，

各地で取り組まれている22）。北海道水産林務官rsが実施

したアンケート結来によると，北海道では19641手から施

胞に取り組んでいる地域があり，「今後も実施する」窓

見が90%弱をおめ，施肥への継続の窓向がおい23）。また

海タトでは，アメリカのカリフォルニア沿浮におけるジャ

イアントケルフ。Macrocystisρ'Yri冷ra(Linnaeus) C. Agardh 

の生産カ低下は，エルニーニョに伴う栄養士長濃度の低下

によると考えられておりお），試験的に硝殻立皇室素やリ

ン援態＇） ン（POc1-P）を添加した施肥が行われている25）。

しかしながら，施肥効果の検誌は，磁焼け対策の要素

技術としての単独実施が多く，栄養強化以外の姿索技術

を併用して漆場再生への効泉を検証した例はほとんどな

い。また，これまでの施犯効果の検証は，幼子孫現存；設や

肥大皮の変化等生物調査を主体とし務f本の元素含有翠；

や元素総成の変化努，生化学的調査を含めた例は少ない。

選総統ゆ央水試とWi館水試は， i築場再生への施）j巴効来

を把握するため， 20091下よりホソメコンフやSaccharina

jaρonica var. rεligio‘写a(Miyab巴）への成E

よひ守磯：焼け弁I策としてz立喜号な塁耳言誌技f京『の一つであるウニ

類の密！交管滋[26）を｛Jf)fjした討正言裏群落7修成効3長をi倹託し

てきた。また，ホソメコンブ藻体の全主主主交含有率（TN)

および皇室索安定問｛立体比（ Jl5N）を指標とした総肥効

果判定の可能性について考察した。本報では， 2009年～

2010年に実施した検託結果について述べる。

2.材料と方法

1) 施肥実施概要

北海道検はi管内上ノ沼野J原敬地うもの海洋牧場を試験海

域とし（Fig.1），海洋観測定点を11点設けた。そのうち，

Stn. A （施肥地点）， B （対日草地点）， c （ホッケ養強施

設）, D （防波堤j1j1）の4定点、では海藻類の調査も実施

した。施肥地点は，海底や海i菜類のえ寄生状況，ホソメコ

ンブ成長等の事前調査から，水深 lm議後で無節サンゴ

モ類以外の海藻殺が治ニ~ミしていない者礁（A音礁）の］民主IS

に設定された。また，本海域がE毒する北海道南西部対馬

暖流域では，冬季（2月）における表層の溶存態無機家

索（DIN）：硝費支態皇室索（NQ3-N），立E硝酸態愛索（N02引），

アンモニウム態窒素（N!ltN）の約90%を占めるNQ3-N

濃度は， 1989年以降7.0x10時2mg/L前後で変動している27）。

2008年に後志管内泊村で実施された施肥試験では，冬季

Fig. 1 Study area of fertilization effects to reform 
seaweeds community in Har・auta,Kaminokuni, 
Hiyama, the southwest coast of Japan Sea off 
Hokkaido, Japan. 
圏： densitycontrol area of sea urchins (5×5rn). 
口： non-densitycontrol area of sea urchins (5×5rn). 
e : water sampling po訂1ts.

Fig. 2 Fertilization method. 

のひIN濃度を約 lmg/L以上に設定することで，ホソメ

コンブが人工恭質に議長三したことからお），現在の試験

海域ではホソメコンブ群落を形成するためのDIN濃度が

維持されているとは考えられない2針。また，ホソメコ

ンブを構成する藻体内のNIP（霊登比）は11と報告され

ている30).:lJ）。北海道溺頂者II対潟i渓流域における 2月の

表隠DIN/P0.1-P（震；詮比）は，モニター開始以降11よ

り小さく，本海域でもDINが相対的に不足している状態

が継続していると考えられている29).32）。

本試験では，ホソメコンブの発芽（配偶体成長）矧か

ら成長（胞子体成長）郊である秋季から翌年の春季

(2009:¥10月24日～2010'.if.6月18日）にかけて， DINと

してNQ3-N何様に有効とされるNHc1-Nを添加したc

NH4-Nの添加は，海洋牧場岸壁に設i査した栄養塩添加

装置に硫酸アンモニウム：（NH4)2SO.i（硫安）を投入す

ることで実施した（Fig.2）。まず，取水ポンプにより

海水を混合用水槽まで汲み上げ，水槽内に硫酸アンモニ

ウムを定期的に溶解させて液胞を読書きした。硫殻アンモ



ニウムは一日当たり0.25～lt，累計36.7t（窓言交換算： 7.7t) 

投入され，液胞のNH4-N濃度は32lmg/Uこ調整された。

次に，施畑地点まで延Eをしたパイプから液胞を4.2t/hで

24時間遠続放出し，施加地点付近でホソメコンブ発芽の

ための lmg/L以上のDIN濃度を維持することを目標と

した。

2) 液肥拡散状況調査

施肥開始後の液肥拡散状況を把握するために， Stn.A 

においてメモリーSTD(JFEアドパンテック社J軍基）によ

る表面から海底底上までの水温・塩分観il!Uとバンドン裂

採水器（離合社製）による底層採水を旅則毎月実施したo

Stn. A以外の10）£点では， i弓様の調査を2009年10月およ

び2010"P2 , 3 , 5 , 6 flに実施した（ 6月は採水のみ）。

試水を直ちに液過し溶液を－30℃で凍結保存した後，

NQ3-N, N02-Nおよび、NH4-Nを栄養；盗自動分析言1・ （ピ

ーエルテック社製）により分析した。

3) 藻場再生効果の検証

(1）施肥によるホソメコンブへの成長促進効泉の検

設

施肥によるホソメコンブへの成長効果を検設するため

に， 2009；ドllJiにStn.Aおよび、Stn.Biこ縦総式コンブ簡

易養殖施設を設立ましホソメコンブの種苗糸を巻き｛すけ

た長さ約1.5mのロープを重りで海底に濁定して浮子で、

立ちヒげた。翌年の2010年3月に施設を引きょげ，ロー

プに若生したコンブ個体数の言十数とコンブ僚体毎の楽長，

業紹，業主主登を測定し肥大度（業主主量／葉長x菜料）

を算出した。

(2）施胞にウニ類密度管理を併用した海藻群落形成

効果の検証

施胞による海藻群務形成効泉を検~iEするため， 1泡肥tit]

始前にウニ類を除去した区岡（5×5m）と除去しない区

関（5X5m）をStn.Aを挟み隣接して設i註した。ウニ類

を除去した限額は，施肥期総中もウニ佼入l¥:fj止フェンス

（ ~iU し縞式）で闘った。議長手の2010年 5 月に方形枠（0.5

x0.5m) 5枠を用いて海藻現存：澄調査を実施した。なお，

ウニ類を徐去した区樋にすfたに侵入するウニ類の数は少

なく，ウニ類の現存主主はO～56.7g/m2の範閣にあり，海

底の植生に大きな彩響を与えるとされる200g/m233lよ

り低く保たれていた。

4) ホソメコンブのTNおよびo15Nの分析

施肥開始前の2009:1ド5月および施肥開始後の2010年5

月に， Stn.A, B, C, Dの4定点における自主主および簡

易養殖施設のホソメコンブをそれぞれ任意に抽出した。

藻体のTNおよび015Nを元素分析計一安定問位体比質最

分析計（FisonsNA 1500…Finnigan MAT 252）により

分析陶し， 4定点における施肥前後での値の変化について

t－検定を行った。なお， 015Nは国際標準物質である大気

（襟準物質調告号： Air）の15N/14Nに対する子分率偏差で
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1) 液肥拡散状況

施肥期間中の水温は，試験海域全体で秋季（2009年10

月）の17.6～17.8℃から冬季（2010年2fl)の6.6～7.4℃

まで低下し泰季（2010:1ド5fl) の10.1～10.4℃まで上

昇する季節変動を示した。定点関および深度による明僚

な援はみられなかった。

施肥期間中の綴分は，試験海域全体で秋季（10月）に

33.2～33.4，冬季（ 2月）に33.3～34.0，春季（ 5月）に

33.6～34.0を示した。浮filUの定点でより低い｛践をえおし

深度による明瞭な差はみられなかった。

海洋綴測定点のうち， Stn.AおよびPにおける施肥開

始前後でのDIN淡皮の変化をみると（Fig.3), Stn. Aの

DIN淡皮は，施肥開始前（2009年8月）の9.7x 10-3mg/ 

Lから施肥｛潟始後（10月）のl.8mg/Lまでよ努力Eし施肥

終了時（2010年6月）までほぼ lmg/L以上を維持して

扱移した。形態別にみると， NQ3-Nj／！皮は， 8月の5.3

x 10九1g/Lから翌年 2月の6.7x 10 2mg/Lまで増加し

6月の1.4x 10 2mg/Lまで減少する傾向を示したo

N02-N淡皮は祭主去三態のうち最も割合が小さく， 8 fl 

の0.5x 10-3mg/Lから翌年3月の6.1x 10-3mg/Lまで増加

し 6月の1.0×10-3mg/Lまで減少する傾向を示した。

NH1-N濃度は皇室索三態のうち最も割合が高く， 8月の3.9

x 10-3mg/Lから10月の1.8mg/Lまで増加し翌年6月ま

でほぼlmg/L以上を維持して捻移した。 Stn.DのDIN淡

｝支は， 8Plの3.1x1Q3mg Lから翌年2月の7.4x10“2mg/L 

まで場加し 6月の4.1x 10-3mg/Lまで減少する変動傾向

表し分析精皮は土0.2%。以内であった。

3.結 巣

ソメコンブの

10 

10’1 

io-2 

I0-3 
10 

（

J
h
H
H
M
）
之
向
。

Time series of N03 N, N02-N and NH4-N in 
the bottom layer before and after fertilization 
at the fertilization point (A) and breakwater 
off the coast side (D) . 

Fig. 3 
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before fertilization 
( 2009.2) 

fugLL" " 

after fertilization 

( 2010.3) 

Fig. 4 Horizontal distribution of DIN concentrations 
in the bottom layer before and after 
fertilization in the study area. 

を示した。また，試験海域全体におけるDIN濃度の分布

について，施肥開始前（200似下2月）および開始後（2010

年3月）で比絞すると， 2009°"f:2月では6.0x10-2～ 1.0x

10-1mg/Lの分布を示したが， 2010年3月は施JJe:地点周辺

で、2.0mg/Ltl、上のiおい分布を示した（Fig.4）。

2) 藻場F写生効果の検証

(1）施肥による71¥ソメコンブ、への成長促進効果の検

証結果

Fig. 5 Comparing growth of Saccharinαjαρonicα 
var. religiosα（Miyabe) at the fertilization 
point (A) with the non必rtilizationpoint (B). 

Table 1 Comparing the blade length, maximam blade 
width, blade wet weight and substantiality 
value of Saccharina j，αpanicαvar. religiosa 
(Miyabe) at the fertilization point (A) with 
the non-fertilization point (B). 

blade maximum blade substantiality 
number length blade width wet weight value 

(cm) (cm) (g) (mg/cm2) 

A 14 137.l ± 33.3 7β土1.5 60.l士26.8 56.4土色2

2010年3月に， St凡 AおよびStn.Bに設置した簡易養 B 26 46.2玄21.1 2.7土ω 日 ±3.9 37.8土6.6

嫡施設を引きょげ，ホソメコンブ種荷糸を巻き付けたロ

ーブに着生したコンブの倒体数および成長を比較した。 れず，器質のみと ~~ililサンゴモ類からなる磯焼け状態が

着生したコンブeの本数はStn.Aで14本， Stn.Bで26本で 維持されていた。一方，ウニ類を除去したほ樹の平均汲

あった。ロープlmあたり霊長は， Stn.Aで862.lg.Stn. 存登は1334.lg/m2であり，施肥地点を中心に緑藻類が俊

8で122.9gであった。また， Stn.AのホソメコンブはStn. 勢に繁茂し次いで紅i築殺が繁茂した。しかしながら，

Bのホソメコンブより顕著に大11¥!となり（Fig.5），全て ホソメコンブの務生は確認されなかった（Fig.6）。

の項目（葉長， Z史編，築主主；霞；および肥大度）でStn.Aが (3) 71¥ソメコンブのTNおよび515Nの分析結果

j二腐った（Table1）。 Stn. Aで採取されたホソメコンブのTNは，施肥開始

(2）施胞にウニ類密度管理を併用した海潔群落形成 前（2009年5月）の2β土0.9%(n=5）から施IJ巴開始後

効果の検証結渠 (2010年5月）の4.2±1.2% （河出5）まで有意に上昇した。

2010年5月に，ウニ類を除去した区i医iと除去しない区 Stn. Bで採取されたホソメコンブのTNは，方面総開始前

幽で海藻群議の形成状況を比較した。ウニ綴を除去しな で2.1土0.4%(n=5），施肥開始後で2.7±0.1%(n出5）と

い区画の平均現存登は，高濃度のDINが維持されている 有意に差があった。 Stn.CおよびStn.Dで採取されたホ

にも関わらず， 110.4g/m2と海深群落はほとんど形成さ ソメコンブのTNは，施肥開始前で2.1±0.2%(11=6）お

Fig. 6 Seabed before fertilization (a), after fertilization only (b), after fertilization with density control 
。fsea urchins (c) at the fertilization point. 
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Fig. 7 TN (dry weight) change in algal tissue of 

Sαccharinaj.αρonicαvar. religiosα（Miyab巴）
before and after fertilization at the collecting 
points of study area. 

よび2.0土0.1% (11=6），総 IJ~ 開始後で2.4 土 0.5% (n出 6)

および2.0会 0.3%(n=6）と施肥開始前後で有｝.；）：差はなか

った（Fig.7）。

Stn. Aで採取されたホソメコンブの 315Nは，施肥開

始前の5.5± 1.3%。（n=5）から施ll~llfJ 始後の…17.3 会 2.1%。

(n=5）まで脊慈、に低下した。 Stn.Bで採取されたホソメ

コンブの，） 15~れま，施IJBllfl始前で6.5 土 0.9%。（11=5），施）J巴

開始後で－1.7±2.0%。（n=5）と有1まに廷があった。 Stn.

Cおよび、Stn.Dで採欲されたホソメコンブの 315Nは，施

肥開始前で5.3太 0.8%(n=6）および4.5土0.9%。（n=6),

施）J巴開始後で5.2土0.7%(n口 6）および4.4太 0.9%。（n=6)

と施肥開始前後で有！：Ucをはなかった（Fig.8）。

4.考察

1) 液胞の連続添加による箆栄養緩和効果

事前調子長より，試験海域におけるDII'《濃度は，秋季か

ら冬季にかけての水温低下とともに機加し冬季から森

季にかけて基礎生産者にj出資されて減少する季節変動を

示すことが明らかにされている29).32）。施IJB池点（Stn.

A）では季節変動と異なる傾向を示し，施肥開始後の秋

季（10月）からDINi良皮が急激に増加し蕊縫1£.il王者に

よる消授が活発となる春季でも枯渇することなく，施肥

｝切r.aを通じて目標i良！交の lmg/L以上を維持していた。

施肥:li!l,1~＼で分布していたDINの形態は，大部分が添加し

たDINと同じNH4-Nであることから， i夜胞の24時IJlJj丞絞

絞出lこより. NH4-Nが海域に添加され，貧栄養状態が

継続して緩和される効:ll~が確認された。一方，紡波堤沖

(Stn. D）のDIN濃度はStn.Aと異なり，施肥隠始後も

事前調査結果と同様の季節変動傾向を示した。このこと

から， Stn.Aに添加されたNHι1-NがStn.Dまで影響iを及

ぼしていた1lT能性は小さい。また，本線では示していな

いが，施JJBIJfl始後のStn.BではStn.Dと災なる変動傾向
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Fig. 8δ15N change in algal tissue of Saccharina 
j.aρonicαvar. religiosa (Miyabe) before and 
after fertilization at the collecting points of 
study area. The 615N of algal tissue at Stn. C 
and D were 5.3士0.8%(n=6) and 4.5土0.9%。
(n=6) before fertilization, 5.2土0.7%(n同 6)
and 4.4 ± 0.9%。（n詰 6)after fertilization. 

を示し 1.0x 10-2mg/L以上のNH4-N濃度が逮統して検

出されていたことから，施IJBによりStn.Aに添加された

NH4-NがStn.Bまで拡散していた可能性がある。

2) 施胞による藻場湾生効果

(1）施胞によるホソメコンブ‘への成長促進効果

赤池ら15）は，施胞によりリシリコンブi祭休が火型化

する傾向が強いことを明らかにしリシリコンブの成長

が，漁場rj:1の祭索およびリンの不足によりJljlj[浪されてい

ることを報告している。本試験では， Stn.Aのホソメコ

ンブ1土Stn.Bと比較して顕著に大：／£~となった。また， Z実

長，業阪，禁llt:lll：および肥大！支と会てのJR、自において施

JlBl玄で上関ったことから，赤池らの報公と同様の結果で

あると推察され，本海域におけるNH1-Nの連続添加は，

コンブ胞子体への成長促進効糸があることが示唆された。

(2）施肥にウ二類密度管理を併用した海藻群落形成

効果

樹JJj(31）は，青森県佐井村において，ウニ類の除去に

よりコンブ絞首与が形成され，その効来が6年後も持続し

たことを報告している。本試験では，ウニ'JJ'.Hr除去した

区画で海藻群落が形成されたが，ウニ類を除去しない区

i頭ではDINが十分な波皮であっても，海藻君！下落は形成さ

れなかった。このことは， j毎夜~~がDINを利用して去を生

しでも， ウニ類の主主食により群議は形成されず，ウニ類

が後度管理されていれば， i毎i菜類がえ守生した後もウニ綴

に主ll食されることなく群洛が形成される可能性を示唆す

る。本海域での海渓群洛の形成には，施IJ巴にウニ類の密

度管理を併用する必~性が確認された。一方，がけすでは，

冬季のDIN濃度を約 lmg/L以上に設定することにより．

ホソメコンブが人工基質に者生したが28），本試験では

えきl£が確認されなかった。；IIH菜類が栄養；嵐を吸収すると
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きは， f支給された栄養塩の濃度だけで、はなく，流i惑も影

響する。すなわち， i皮i良が強いと海水交換も良く，低濃

度でも大きな流速があれば大量の栄養士包を海藻類に供給

できることを意味する。泊村と本報におけるホソメコン

ブ養生の違いは，このような栄養塩フラックス（単佼i時

間・単佼面積当たりの供給量）の差が潟係していた可能

性がある。

3) 藻体のTNおよびo15Nを指標とした施肥効果判

定の可能性

(1）施肥効果判定指襟としての藻体TNの有用性

一般に海藻類に利用されたDINは，務体内に貯蔵さ

れて蓄積していくため，務体のTm土生青海域における

DIN環境の駿肢を反映する3針。36）。 Stn.A. B. C. Dて、

採取されたホソメコンブのTNについて施肥開始前後で

比較すると， Stn.Aで採取されたホソメコンブのTNが

最も上昇したことから，施杷地点付近のホソメコンブは

施肥開始後に高濃度のDIN環境で生育していた可能性が

示唆された。また， Stn.Bで採取されたホソメコンブの

TNも有意に上昇した。前述のように，施肥により添加

されたNH4-NがStn.Bまで拡散していた可能性を考慮す

れば， Stn.B付近のホソメコンブも施肥の影響を受けた

DIN環境で生育していた可能性がある。一方， Stn.C. 

Dで採取されたホソメコンブのTNは，施肥00始前後で

有意差がなく，施胞の彩響をほとんど受けていないDIN

潔境で生育していた可能性がある。これらの給条は，施

肥効果判定指擦としての淡体TNの有用性を示唆する。

(2）新たな施肥効果判定指標としての藻体 01sNの

有用性

水素やヘリウム，炭素，皇室索，殻素，硫黄等経元素の

安定問｛立体比は，わずかな質表差により反応性が巽なる

ため，天然界における；様々な物理的・化学的過程を通じ

て同｛副本分別と呼ばれる同位体分離が起こる。その結果，

DINのJl5Nは起源により異なる伎を示し，基礎生産者

である海E菜類の615Nは，最終的にDINのδ15Nを反映す

る。このことは，海藻類の Jl5Nを指穏とすることで，

海域におけるDIN濃度の時間変化や分布状況だけではな

く，海渓類が実際に利浴したDIN起源の履歴を推定でき

る可能性を意味する37),38）。事前調査より，添加された

硫酸アンモニウムのd15Nは－4.3土2.0%。（11=10）と対馬

暖流域のDINを利用して生育したホソメコンブの Jl5N

(4～7%。）より低い債を示すことが明らかにされているお）。

これらのことから，ホソメコンブが施胞により添加され

た硫酸アンモニウム起源のDINを利用すれば，藻イ本の6

ism土低下することが予想される。 Stn.A. B. C, Dで

採取されたホソメコンブの Jl5Nは，施肥開始前におい

ていずれも対馬媛流域のDINを利用して生育した場合の

範関を示した。しかしながら， Stn.Aで採取されたホソ

メコンブは，施肥開始後にその範閣を超えて最も大きく

低下した。このことは，施肥地点付近のホソメコンブは，

添加された硫駿アンモニウム起源のDINを利用して生育

していた可能性を示唆する。しかしながら，漆体のJl5N

は，添加された硫酸アンモニウムの Jl5Nより低い値を

示した。施肥地点のDINは施m~開始から終了まで枯渇す

ることなく，ほぽ連続して主主濃度で観測されていること

から，藻体の Jl5Nは，利用した硫酸アンモニウムの8

15Nだけではなく， DINを利用する際の同位体分別効果

39）を大きく受けていたために，硫酸アンモニウムの6

1sNよりさらに低い値を示した可能性がある。また，

Stn. 8で採取されたホソメコンブのδ15Nも有意に低下

したことから， Stn.BHi立のホソメコンブも添加された

硫酸アンモニウム起源のDINを一部利用して生育してい

た可能性がある。一方， Stn.C, Dで採取されたホソメ

コンブのδ15Nは，施肥開始前後で有意差がなく，添加

された硫酸アンモニウム起源のひINをほとんど利用せず

に生育していた可能性が示唆された。

これまで，訪ij;~菜類への総肥効果を判定するために，海

i菜類の Jl5Nを指標とした報告は，表者が知る絞り存在

しない。本結果は，新たな施肥効果判定指襟としての5主
体Jl5Nの有用性を示唆する。

4）まとめ

本研究では，磯焼け海域において海i菜類に去をも効率的

に利用される窒素源と考えられているNH4Nの液胞を

ホソメコンブの発芽綴から成長期にかけて24時間連続添

加した。その結糸，施肥地点においてホソメコンブの発

芽のための忍擦僚とした lmg/L以上のひIN濃度を維持

することができた。また，施胞による深場再生効果を検

証した最古来，ホソメコンブの成長を促進させる効主義があ

ることが明らかになった。これらの結果は，施肥により

コンブの品笈やコンブ漁業における突入りの指標として

用いられる肥大度cjQ）の向上効果があることを示唆しリ

シリコンブ＇Saccharinajaponica var. ochotensis (Miyabe) 

やマコンフ＂Sacchariizaj.ゆonica(]. E. Areschoug）等食

用コンブ類への応用も期待される。

しかしながら，ウニ類の除去を行わなければ海藻類は

ほとんど繁茂せず，本海域において海藻群落を形成する

ためには，施胞にウニ類の宅密度管理を併用する必要性が

線認された。一方，ホソメコンブは群務形成に至らなか

った。その要因として，栄養士長 fフラックスJとしての

効来が小さかった可能性がある。また，本報では示して

いないが，稜E古糸を巻き付けずに立ち上げたさをロープで

は， DIN濃度が十分な環境下である施拠地点でもホソメ

コンブが着生しなかったことから，遊走予不足等の可能

性も否定できない。しかしながら，施肥地点で採取され

たホソメコンブのTNおよび615Nから，施胞により添加

された硫障をアンモニウム起源のDINを利用した可能性が
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示唆された。本結果は，施肥の彩警李総辰を把握するため

の務体015Nの有用性を示唆し新たな施肥効来の'F’H定

技術として今後の研究が期待される。
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