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磯焼け対策における栄養塩供給対策の限界

綿貫 啓*

Limit of Fertilization Measure in Isoyake Recovery Techniques 

Akira WATANUKI* 

Abstract 

To promote the growth of seawe巴dusing fertilization is one of the Isoyake recovery techniques. 

However. the nutrient concentration in sea water which is necess訂 yfor the recovery of the seaweed bed 
was indefinite. Therefore. it was difficult to judge the appropriate provision of the fertilizer. The author has 

illustrated about the problem on the fertilization as the Isoyake recovery technique. Also. to make the 

nutrient concentration rise in the coastal region which is under the influence of the advection and diffusion 

phenomena. a great deal of fertilizer would be necessary. Therefore. the us巴 offertilizer to a vast area is 

not practical. In ]apan. the small-scale seaweed community to supply withering seaweed beds with the 

seed is sometimes developed. If nutrient salt is supplied to such small-scale community. the effect may be 

expected. 

1.はじめに

近年，我が国沿岸の栄養塩濃度の傾向を見ると，親潮

域では地球温暖化に伴う長期的な栄養塩濃度(特に，リ

ンp)の減少傾向が指摘1)され北海道の日本海では対馬

暖流の流量増大により冬季水温が上昇することでコンブ

が衰退し2) 栄養塩(窒素Nやリンp) の低下により磯

焼けが発生したとされている3).4)。一方，水質汚濁を防

止する様々な法整備により，全国の内湾域への栄養塩の

負荷が低下し，ノリ養殖では色落ちが問題となってい

る5)-7)。このような傾向の中で，磯焼けの一因として

栄養塩不足が指摘され，その対応策として施肥が検討さ

れている。磯焼け対策ガイドライン8)には. i施肥は，

無機肥料の投入，基質からの溶出，有機肥料の投入があ

り，栄養塩を長期間に海水中に溶出させることは，技術

面でも法律上でも困難で，環境への影響評価など，課題

が残されている」と記載されているが，施肥の効果が明

確で無かったこともあり，いつ， どこで， どれf立の栄養

塩を供給すれば良いか等の具体的な方法には言及されて

いない。

藻場造成や磯焼け対策としての施肥の試験研究は，

2014年11月17日受付.2014年12月8日受理
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1960年代にテングサの生育促進を目標に固形肥料で検討

され9).その後. 1990年代以降に数件の報告がある。コ

ンブの増殖を対象に液肥10) 固形肥料11)あるいは有機

肥料12)や鉄イオン13)の試験が実施され，ホンダワラ類

では緩効性の無機肥料14)の試験が実施された。その後

も，件数は少ないが試験的な報告がなされている。ただ

しこれまで施肥を継続して磯焼けが回復した事例は見

当たらない。その理由のーっとして，海では栄養塩濃度

が拡散し易く，濃度を上昇させるには大量の施肥材が必

要となり，費用対効果が出せないものと推察される。ま

た，施肥により海藻の生長が促進できても，他に海藻の

生長阻害要因があれば，その要因も排除しなければなら

なく，さらに費用が嵩むことも理由であろう。

本報では，このような施肥について現状の課題を整理

した。また，海藻の生長にとって必要な栄養塩濃度を継

続して溶出し続けるには，莫大な施肥材が必要となる試

算例を紹介し，施肥を継続して実施することの限界を提

起した。

2.磯焼け対策としての施肥の課題

水産庁が実施した環境生態系保全対策事業(平成21~

Key words : Isoyake recovery techniques. nutrient. fertilization. seaweed bed 
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24年度)は，漁業者が行う藻場・子潟・サンゴ礁の保全

活動を援助するものであった。磯焼け対策では，主に植

食動物であるウニの除去や魚類の防御が実施されたが，

対策のーっとして施肥も実施された。その実態を把握す

るため，施肥を検討した27活動組織にアンケートやヒア

リング調査を行った。その結果，いくつかの課題が改め

て明らかになった (Table1)。以下にこの課題につい

て説明を加える。

1) 目標濃度の設定

施肥を実施した活動組織では，対象とする海域の目標

濃度を設定していない事例が見られた。これは海藻の生

育に必要な栄養塩濃度の情報が少ないため，栄養塩濃度

の目標を設定できないものと推察された。海藻が分布す

る海域の栄養塩環境は，特定の種について文献調査15)で、

整理されている。それによると，亜寒帯や温帯域ではコ

ンブ科等の海藻が生長する冬季の海域の溶存無機態窒素

DINは5-6μM(70-84μgll)以上になり，海藻の

生長率が低下する夏季には 1μM以下になる。また，北

海道の日本海側に主に分布するホソメコンブは，冬季に

DINは5μM(70μgll)以上が必要16)とされている。こ

れらの研究成果は目標濃度の設定に参考になる。しかし

ながら，海藻の種によって栄養塩要求は異なり，目標濃

度は異なると考えられる。実海域の栄養塩濃度と海藻の

種ごとの生長に関する研究事例が少なく， 目標が立てに

くい現状にある。また，海藻は葉面から栄養塩を吸収す

るが，その効率は海水中の濃度と流動を併せた栄養塩フ

ラックスに依存する。貧栄養の海域でも，波当たりの強

い潮間帯には海藻が繁茂しているが，波浪流速が大きい

ことから栄養塩フラックスが大きいものと推察される。

このように，海藻の生育には波浪流速も関与するので，

波浪流速に応じた所要の栄養塩濃度に関する研究成果が

望まれる。

2) 施肥材の種類の選定方法

藻類の生長には窒素N，リンPおよび海水中では微量

金属である溶存態鉄Fe等が必要である。施肥の基本は

これらの栄養塩のうち不足する成分を補充することであ

る。しかし実海域における海藻の生育に必要な目標濃

度が明確で、は無いことから，施肥材の選定にあたっては

他の海域での限られた事例(試験結果やパンフレット

等)を参考にせざを得えない状況にある。

植物プランクトンの場合は，その元素組成から求めた

レッドフィールド比が指標にされている。この比は炭素

C:窒素N:リンPで示されるが，鉄Feまで加えると， C: 

N : P : Fe = 106 : 16 : 1 : 0.005 (モル比)と示され17)，

この比率を参考に海洋で不足する栄養塩が判断されてい

る。海藻の場合は，貧栄養の熱帯や亜熱帯における海藻

の含有量比として， C: N : P = 800 : 49 : 1 (モル比)

が報告されている18)。また，マコンブではC:N:P=

183 : 9 : 1.ホソメコンブではC: N : P=384 : 25 : 1が

報告されている19)。これらの値とレッドフィールド比

を比較すると，海藻は植物プランクトンより炭素Cに対

する窒素N，リンPの含量が相対的に少ない。海藻の増

殖では，これらの比を参考に不足する成分を溶出する施

肥材を決定すべきであろう。

鉄Feは海藻の窒素吸収を促進し光合成を活発にす

る成分である。したがって，窒素N不足の海域では，鉄

Feのみを供給しでも効果は期待できない。海藻の生長

に必要なFeの濃度は明らかではないが，当面は植物プ

ランクトンのp:Fe比や海藻の藻体内の鉄分含有量を参

考にすることになる。沿岸域の鉄分の所用濃度について

は，今後の調査研究に期待したい。

3) 適切な施肥の時期

多くの活動組織では，海藻が生長する秋~冬季もしく

は春に施肥を実施していた。これは，海藻が大きく生長

する冬から初春あるいは植物プランクトンのブルーミン

Table 1 Problems about fertilization for Isoyake recovery 

項 目 主な課題

目標の濃度
対象海域の栄養塩濃度はどの程度か，栄養塩濃度をどの程度上昇させれば海藻の生育に効果が

期待できるか等， 目標の設定が不明確な場合がある。

施肥材の種類
藻類の生長には窒素，リンあるいは鉄などが必要だが，対象海域ではどの成分が不足し，どの

施肥材で補給すれば良いか，明確な条件が不明な事例がある。

施肥の時期
多くの海藻は冬季から春季に生長し，夏季には流失や末枯れする。種によって生活史は多少異

なるので，種毎に理想的な施肥時期の情報が足りない。

施肥材の投入量
潮流や波浪により施肥成分は移流・拡散により，その濃度は大きく希釈される。保全すべき藻

場の範囲とその海域の流動環境に合わせた施肥材の投入量の設計方法に関する情報が少ない。

効果の継続期間 固形肥料などでは効果の継続期聞が明らかにされている事例が少ない。

周辺環境への影響
希釈混合を踏まえて，大量の施肥材を投入すると，局所的に品濃度の栄養塩濃度となり，底生

生物への悪影響が懸念される。

効果の検証方法 対照区の設定がなく，施肥の効果が不明確な場合が見られる。
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グで海域の栄養塩が枯渇し始める春から初夏に実施する

のが良いと判断されたようである。基本的には，栄養塩

が不足する時期を把握し対象とする海藻の生活史を考

慮して不足する成分を施肥するのが効果的であろう。た

だし対象種の生活史のみでなく，競合する海藻の生活

史も配慮しないと，予想外の競合種が優占してしまうこ

ともあるので，留意が必要である。なお，テングサの生

育促進のための施肥は収穫の20-30目前がよいとされて

いる9)。

4) 施肥材の投入量

活動組織では施肥材の必要投入量を詳細に検討せず，

他地域での事例やカタログ値を参考に施肥材の投入量を

決定している事例が多かった。無機態の栄養塩を溶出す

る図形肥料や液体肥料では，その溶出速度や流量をもと

に移流・拡散による濃度の希釈を予測し施肥の影響範

囲を検討すべきである。当該海域の流速や波浪を実測し

3次元の拡散シミュレーションを実施することが望ましい

が，別途費用が発生するので，後述するような簡易計算

等で投入量の目安を算出するのが実用的で、あろう。

5) 効果の継続期間

施肥を検討した活動組織の多くは長期間の施肥効果を

期待していた。しかし効果の継続期間はほとんど検証

されていない。一回の施肥で数年にわたって栄養塩を溶

出させることが期待されるが，長期にわたって栄養塩を

安定して溶出できる素材はほとんど無い。基本的には栄

養塩が不足する時期に施肥を実施するのが効果的かつ経

済的であるため，効果の継続期間は短期間で良い。施肥

材からの栄養塩の溶出継続期間は，海水温や流況によっ

て大きく変化するため，施肥区と対照区で定期的に水質

調査を実施し施肥区の栄養塩濃度が高いことをモニタ

な数値解析を参考に，施肥材の配置を工夫するなど，局

所的に高濃度にならないように配慮が必要である。

7) 効果の検証方法

施肥区に対して対照区を設定していない例が意外に多

い。施肥に関する既往の研究が少なく，確実な効果を把

握できていない現状では，施肥区と流動環境が類似した

海域を対照区に選定し両区の比較で施肥の効果の把握

や栄養塩濃度の管理をすべきである。

3.解析解による栄養塩の移流・拡散計算例

施肥材から溶出した栄養塩は海中に直ちに希釈混合さ

れるため，濃度が低くなることを前提に施肥量を決める

必要がある。ここでは簡易的な拡散方程式の解析解(岩

井の解21))で施肥による栄養塩濃度の概略値を求める

方法を紹介する。式には第2種ベッセル関数が含まれて

いるが，エクセルのBESSELK関数(次数は 0)を利用

すれば任意のX，Y地点の濃度が算出できる。なお，鉛

直方向は均一な濃度と仮定としている。

ペデl.IKO[去何|
ここで，

s

q

H

K

 

任意の地点の濃度 (mg/l)

溶出速度 (g/s)

水i采 (m)

u 

水平方向の拡散係数 (m2/s)

平均流速 (m/s)

X， Y 原点からの距離 (m)

1Ko[x， y] 第2種ベッセル関数

リングして確認する必要がある。 この解析解を使用して，北海道のホソメコンブを対象

効果の継続期間を検証した液肥の試験では，ホソメコ にした液肥試験却)を参考に，施肥量と栄養塩濃度の分

ンブを対象に10月から翌年6月まで毎月数回に分けて硫 布を試算した。仮定として，液肥試験に準じてコンブの

安を海水で溶かしながら海域に放水した結果，施肥地点 遊走子が着底する10月から，葉長が長くなる 5月末まで

の濃度を目標濃度 (1mgll)に確保できた20)。このよ の240日間にわたり施肥を継続するものとした。水深H

うに液肥では，施肥地点の栄養塩濃度の変動に応じて施 は5m，水平拡散係数mまO.lm2/sec(潮流を移流とした

肥量や供給する施肥材の濃度を調整することが可能であ 場合の一般的な値)，平均流速は一方向 (Fig.1，2の縦

る。一方，固形の施肥材では施肥直後は溶出濃度が高い 軸の+方向)で0.02m/secとした。施肥量は期間中に窒

が，時間とともに溶出濃度が低下するため，栄養塩濃度 素N換算で5t， lOt (硫安では各々 24t， 48t)を供給する

が目標値を下回るなら施肥材を追加投入する必要がある。 こととした。その根拠は，コンブが発芽する冬季には70

6) 底生生物への影響 μgll (= 5μM)以上の窒素態の栄養塩が必要で、あるの

海域では施肥材からの溶出成分はただちに希釈される で，数十μgllの濃度の増加を期待したことによる。

ため，所用の海水中の栄養塩濃度を長期間上昇させるに 期間中に窒素Nを5t供給すると流下方向の30m程度で、

は，大量の施肥材を投入しなければならない。その場合 5-10μgllの濃度の上昇がある (Fig.1) 0 10t供給する

施肥材を設置した場所の底層の栄養塩濃度は周辺に比べ と流下方向100m以上までその範囲は拡がる (Fig.2)。

高濃度となる。施肥材の主成分がアンモニア態窒素であ これらの結果からコンブ漁場の窒素濃度を5-10μg/l

ると，その毒性のため底生生物にとって悪影響を及ぼす (0.4-0.7μM)上昇させるには， 5 t以上の窒素Nの供

危険性がある。毒性が危倶される場合は，後述するよう 給が必要で、あり，硫安を24t使用するとすれば，材料費
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Fig. 1 Calculation result of the nitrogen concentration distribution when supplying 
5 tons of nitrogen at the total over 240 days. (Unit ;μgll) 
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Fig. 2 Calculation result of the nitrogen concentration distribution when supplying 

10 tons of nitrogen at the total over 240 days. (Unit;μgll) 

で数百万円になる。この試算は240日間の施肥を想定し 以上のように，拡散の解析解によって施肥量の目安が

たが，実際には海域の栄養塩濃度が低下する時期に施肥 立てられる。図形肥料の場合では，施肥材の溶出速度q

を行うので，上記の使用量の数分のーの施肥量となる。 (g/s)が既知量でなければならない。また，この解析解

ただし.Fig.lに示したように，栄養塩濃度を上昇させ はあくまでも概略値を予想するものであり，施肥の実施

られる範囲が狭いので，数カ所で施肥を実施することに に当たっては，対照区とともに，モニタリングにより栄

なろう 。なお，施肥材の使用に当たっては，海岸線が複 養塩濃度を測定し溶出量を確認すべきである。なお，

雑に入り組み，沿岸流が滞留し易く，比較的静穏でメン 施肥により海藻が増殖できたとしても，植食動物の食害

テナンスし易い海域を選定すると良い。そのような海域 に遭遇すると藻場は回復しないため，施肥のみでなくウ

ではウニ除去も容易であり ，施肥の効果が把握しやすい。 ニや植食性魚類の除去も同時に実施する必要がある。
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4.まとめ

施肥を検討した活動組織へのアンケートやヒアリング

調査を通して，施肥の課題を改めて整理した。また，移

流・拡散方程式の解析解を利用して施肥材料の所要量の

試算例を示した。しかしここで示した課題は施肥を検

討してきた先人の多くが指摘しているものと基本的に変

わらない。ノリ養殖は課題がまだ残っているものの，漁

業者の工夫や試験研究者の取組により，ノリの色落ち対

策等で効率的な施肥が実施されているようである。一方，

磯焼け対策としての施肥は，増殖場が対象であるため養

殖に比べて疎放的でありモニタリング事例も少ない。そ

して，漁場の栄養塩濃度や海藻の生育に必要な栄養塩濃

度に関する情報が少ないことから，いつ，なにを，どの

くらい供給すればよいかという基本的な検討が不足して

いる。磯焼け対策として明らかに効果のあるウニや魚類

の除去対策に比べて，施肥は楽な作業であり，効果はよ

く判らないながらも実施しているというのが実態であっ

た。

施肥により，長期間に渡って対象海域の栄養塩濃度を

増加させることは，大量の施肥材を供給する必要があり

技術的にも経済的にも困難で、ある。むしろ海域の肥沃化

としては，栄養塩濃度の高い海洋深層水の有効利用，湧

昇流の励起による肥沃化，富栄養海域からの海水の導入，

栄養塩濃度の高い河川水や地下湧水の利用など，偏在す

る栄養塩の有効利用の検討が重要で、ある。さらに，ノリ

養殖場ではダムやため池水の放流，下水処理施設の調整

運転，海底耕怒等が検討されているが，磯焼け対策で、も

そのような視点の検討が必要であろう。
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質疑応答

桐原(青森):東北や瀬戸内海で窒素濃度が減少してい

る事例を報告されたが，実際に養殖コンブ等の生

長に差が出てきているのですか。

回答:コンブ養殖については調べていないが，瀬戸内海

の栄養塩の減少はノリの色落ちに関連しているこ

とが報告されている。今回は日本全体でどのよう

な傾向かをお知らせしたく，栄養塩濃度の経時変

化を示した。

桐原(青森):コンブの増殖に必要な窒素の濃度を5-6
μMとしているが，これはコンブの生長に必要

な濃度ですか。それとも時期的には配偶体の成熟

に必要な濃度ですか。成熟に必要な濃度であれば

240日も施肥する必要はないのではないで、すか。

回答:北海道立総合研究機構水産研究本部の研究では冬

季のDINは5μM以上が望ましく，コンブの生長

促進効果を把握する実験で240日の施肥をした事

例があったので，それを参考に試計算した。短期

間の施肥(発芽時)でも良いが，大量の施肥材の

投入が必要であることを認識して欲しい。

藤田(東京海洋大):二次元の拡散の式を示しされたが，

三次元ではもっと希釈されるのではないですか。

回答:この式は鉛直拡散を考慮していないが，水深の項

が入っており，水深が大きいほど希釈される効果

は大きい。実際の現象とは異なるが，オーダーと

して施肥材の必要量を考える場合に利用できると

考えている。

鈴木(住友大阪セメント):鉄に関しては，鉄と腐食土

を混在させ，フルボ酸鉄として溶出させると聞い

ているが，鉄を入れるだけで良いのですか。

回答:鉄が海水に溶けると溶存態鉄になるが，すぐに酸

化されて不溶な鉄になってしまう。腐食土の存在

でフルボ酸鉄が形成され i容存態の状態となり，

海藻に利用されることが知られている。鉄を入れ

るだけでなく腐食土と接触させる工夫が必要で、あ

る。また. pHが高いと鉄は溶出しにくいので，

低pHにすることも必要である。
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