
11

2015 AIRIES

水草堆肥を施用して土壌のリンを効率的に利用する
The application of aquatic plant manure to efficiently utilize phosphorus in soil

大園 享司 1 ＊・松岡 俊将 1・藤永 承平 1・保原　達 2・奥田　昇 1, 3

Takashi OSONO1 ＊ , Shunsuke MATSUOKA1, Shohei FUJINAGA1, Satoru HOBARA2 and Noboru OKUDA1, 3

1 京都大学 生態学研究センター
2 酪農学園大学 農食環境学群環境共生学類

3 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地球環境学研究所
1 Center for Ecological Research, Kyoto University

2 Department of Environmental and Symbiotic Sciences, Rakuno Gakuen University
3 Research Institute for Humanity and Nature

摘　　要
　有限の資源であるリンを集水域のなかで効率的に利用し，なおかつリンによる環境
負荷を抑制するためには，農地から河川，湖沼に至る集水域スケールでリン資源の再
利用・再資源化・利用削減を推進することが不可欠である。それを効果的に進める方
策の一つとして，本稿では「農耕地における水草堆肥の利用」を提案し，その実現可
能性を検証した圃場実験の結果を紹介する。異常繁茂する水草の刈取り事業により，
琵琶湖から陸域へと運搬される水草の量は乾重で年間 435 トン，そこに含まれるリン
量は 2.61 トンと推定された。水草堆肥の施用は土壌への炭素供給をつうじて，菌類の
種組成の変化とリンの無機化に関わる酵素の活性化を引き起こし，作物の生長を促進
することが圃場実験により示された。この結果は，水草を堆肥として施用すれば，土
壌蓄積リンの再利用をつうじて作物生長を維持することができ，化学肥料の利用削減
に貢献しうることを示唆している。
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1．はじめに

　リン（P）は農耕地や森林において，植物の純一次
生産を制限する主要な必須元素の一つである。我が
国では，農耕地の生産性を維持するためリン鉱石を
原材料とする化学肥料の施用が重視されてきた経緯
があり，長年にわたる土壌改良の結果，農耕地の土
壌には比較的高い濃度でリンが蓄積する傾向にある
といわれている 1）－ 3）。2009 年にまとめられた日本
全体でのリンのマテリアルフロー（物質循環）をみて
も，輸入された年間約 160 万トンのリンのうち，約
90 万トンが化学肥料などとして農耕地に施用されて
おり，このうち約 86 万トンものリンが土壌に蓄積す
ると推定されている 4），5）。
　肥料として農耕地に投入されたリンのうち，作物
に吸収され利用される割合は一般に低い 2）。その多く
が有機物や鉄（Fe）・アルミニウム（Al）と結合して，
作物が容易に利用できない難溶性の複合体に変換さ
れることによって，土壌にリンが蓄積する（図 1）6）－ 8）。

施用されたリン酸のうち，土壌に蓄積した難溶性の
リンの一部は再び可溶化するが，多くは強雨時に表
面流去水が発生すると土壌粒子ごと流亡し，濁水と
して湖沼に流入することで水系の富栄養化を引き起
こす一因にもなりうる 9）。
　さらに，化学肥料の原材料となるリン鉱石は地球
上に局在しているうえに，近い将来に枯渇すること
が予想されており，コストの上昇が懸念される 10）。
我が国はリン鉱石を 100％輸入に依存していること
から，リンの有効利用技術の開発は喫緊の課題の一
つとなっている 11）。農地や河川，湖沼を含む集水域
のスケールでは，生態学的な観点からリンの 3R，す
なわち再利用（Reuse）・再資源化（Recycle）・利用削
減（Reduce）を促進することが，集水域のなかでリン
を効率的に利用しつつ環境への負荷を抑制する上で
有効な手段といえる。
　そこで著者らは，集水域レベルでリンの 3R を推
進する方策の一つとして，「農耕地における水草堆
肥の利用」を提案する（図 2）。まず，湖沼に排出さ
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れたリンを吸収した水草を刈り取って農耕地へ輸送
することで，水域のリンを農耕地で再利用すること
ができる（図 2A）。この水草を堆肥として農耕地に
施用したとき，土壌に蓄積しているリン酸を可溶化
して再資源化できれば（図 2B）12），化学肥料の利用削
減につながる。もしこれが実現すれば，リン資源の
有効利用に大きく貢献できると期待される 13）。この
提案の実現可能性を検証するため，研究プロジェク
ト（大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合地
球環境学研究所・個別連携プロジェクト「生物多様
性が駆動する栄養循環と流域圏社会－生態システム
の健全性」，平成 24～31 年度，研究代表者：奥田昇）
の課題の一つとして実証実験を進めている。
　本稿では最初に，背景となる水草の異常繁茂の問
題と，水草の利用の歴史とこれまでに知られている
肥効について述べる。次に，水草の刈取り事業によ
る水域から陸域へのリンの運搬について考察する。
そして著者らによるこれまでの研究経過を踏まえ
て，水草堆肥の施用による土壌蓄積リンの再利用と
化学肥料の利用削減の可能性について確認する。

2．水草の異常繁茂と対策事業

　現在，日本のみならず，世界各地のさまざまな湖
沼で水草の異常繁茂が問題となっており，人間活動
の活性化にともなう窒素（N）やリンなどの栄養素の
過剰な排出にともなう湖沼の富栄養化がその一因と

考えられる 14）。近年では逆に，下水道整備や工場排
水規制にともなう貧栄養化による湖沼の透明度の上
昇や，水草の過少利用も異常繁茂の引き金となりう
る。著者らが研究を行っている琵琶湖の南湖では，
1994 年の大渇水をきっかけに水草が急激に増加し
た 15），16）。水位が低下して湖底まで光が届くようにな
り水草が大量に芽吹いたことと，南湖の透明度が高
くなって水草が生長しやすくなったことが原因と考
えられている。
　水草が適度に繁茂するなら，魚介類の産卵や発育
の場を提供することで生物多様性を増加させ，また
水中の栄養塩を取り込んで生長するため水質浄化に
も役立つだろう。しかし，現在みられるような異常
繁茂は，漁業被害，船舶の航行障害，腐敗による悪
臭の発生といった生活環境への悪影響，湖底の溶存
酸素の低下による底生生物など自然環境への悪影響
といった問題を引き起こしている 16）。
　このため滋賀県では水草の繁茂状況を 1930～1950
年代のレベルに近づけ，在来魚介類にとって好適な
生育環境を取り戻すことを目標に，刈取り専用船や
人力による「刈取り事業」と，刈り取った水草を堆
肥化して配付する「有効利用事業」を進めている 17）。
この対策事業により刈り取られる水草の量は年間約
5,000 トンにのぼり，また水草堆肥は約 1,600 名の県
民に対して配布された（いずれも 2013 年度の実績，
滋賀県琵琶湖政策課，私信）。水草堆肥には貝など
のゴミが含まれるなど利用上の注意点が指摘されて
いるものの，利用者の多くが施用によって作物や花
卉の生長が促進されることを実感している 18）。水草
堆肥の配布は何より，県民が琵琶湖の環境保全の重
要性を再認識する機会を提供している。
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図 1　土壌におけるリン循環の簡略図 6）－ 8）．
土壌におけるオルトリン酸（H3PO4）の利用可能性は，土壌水への
オルトリン酸の供給速度に依存する．利用可能性の異なるさまざ
まな無機リン・有機リン化合物がその供給源となる．溶解－沈殿

（無機的平衡），脱着－吸着（溶液中のリンと固体表面との相互作
用），無機化－不動化（生物的なリンの変換）などにより，リン化合
物から土壌水へとオルトリン酸が供給されたり，逆に土壌水から
除去されたりする．植物や微生物は，プロトンや有機酸などを放
出してオルトリン酸を溶解・脱着させたり，ホスファターゼ（リン
酸モノエステル加水分解酵素）やフィターゼ（フィチン酸加水分解
酵素）などの酵素を分泌して有機リンを無機化しオルトリン酸を生
成したりする．農耕地に施用される化学肥料のリン源は，主にア
パタイト（リン酸カルシウム（Ca3（PO4）2））である．リン酸カルシ
ウムから溶解したオルトリン酸は鉄（Fe）やアルミニウム（Al）の酸
化物に吸着されたり，有機物と結合してフィチン酸（有機リン酸の
一種）となったりして難溶化し，土壌に蓄積する．

図 2　  水草の刈取り（A）と農耕地への施用（B）12）を
つうじた P（リン）のリサイクルの模式図．
詳細は本文を参照．



13

大園ほか：水草堆肥と土壌リン 地球環境 Vol.20 No.1　11－16（2015）

3．水草の肥効は昔から確認されていた

　琵琶湖では，古くから水草が湖岸住民によって大
量に採取されていた。琵琶湖のみならず，日本各地
の湖沼周辺の集落では 1950 年代に化学肥料が普及
するまで，水草が肥料として利用されていた 19）。過
去の水草の採取量は明らかでないが，1930 年頃の水
産統計に基づく推定では，琵琶湖全体で年間 10 万
トンともいわれている 19）。人間は伝統的に，水草の
刈取りと農地での施用をつうじて，水域のリンや窒
素，カリウム（K）といった栄養素を陸域で再利用し
ていた（図 2A）。
　水草の肥効も古くから検討されていた。水草の施
用がイネやコムギの生長を促進するという報告 20），
水草堆肥が 23 品目もの作物の生長や収量を促進す
るという報告 18）などがある。しかしこれまで，水草
堆肥の肥効が，どのような化学的・微生物的なメカ
ニズムによるのかについて詳細に検討されていな
い。作物がアンモニア態窒素（NH4

＋）やオルトリン酸
（H3PO4）といった無機の栄養素を吸収して生長する
ことを考慮すると，肥効のメカニズムとして，水草
堆肥に含まれる栄養素の直接的な効果と，水草堆肥
により土壌に蓄積した栄養素が可溶化する間接的な
効果が考えられる。
　このうち水草自体の成分面に着目すると，特にカ
リウムに富むことが 1930 年代に指摘されている 20）。
ただし，今日用いられる化学肥料，特に肥料の三要
素（窒素・リン・カリウム）を含む化学肥料に比べる
と，栄養塩の含有率は圧倒的に低い。水草堆肥で
は，交換性マグネシウム（Mg）が相対的に欠乏して
いる点が指摘されており 21），栄養塩そのものの供給
源としての直接的な効果は小さいといえる。
　その一方で，水草堆肥は有機物であるため炭素（C）
の含有率が 23～33％（重量パーセント）と化学肥料
に比べて高く 20），土壌構造の発達や陽イオン交換能
の促進，微生物活性の促進など，化学肥料にはない
機能を発揮しうる 18）。特に，土壌中の菌類や細菌と
いった従属栄養性の微生物を活性化することで，土
壌に蓄積している難溶性の栄養素を可溶化するとい
う間接的な効果が予想される（図 2B）。しかし，こ
の仮説を実証したデータは限定的で 8），水草堆肥の
施用が化学肥料の利用削減にどれほど貢献しうるか
についての情報も少ない。

4．水草の刈取りによる水域から陸域への物質輸送

　滋賀県による水草の刈取りと有効利用の事業に
よって，どれくらいの量のリンが琵琶湖から陸域へ
と運搬されているのだろうか。前出の年間の刈取り
量 5,000 トン（湿重，2013 年度）をもとに試算した。
水草の乾湿重比（乾重量／湿重量×100）を 8.7％ 15）と
して換算すると，刈り取られた水草の乾重量は 435

トンとなる。
　この水草の刈取り量に，水草のリン含有率を乗じ
ればリン量となる。ただし水草のリン濃度は，水草
の種間や季節で変動することが知られている。滋賀
県農事試験場の 1939 年の報告 20）によると，8 月下旬
に採取した淡水産水草 18 種のリン濃度（リン当量，
重量％，以下同じ）は 0.33～1.01％（最小値～最大
値），平均値±標準偏差 0.70±0.19％，中央値 0.69％
であった。また同じ報告によると，水草のリン濃度
は 5 月から 10 月にかけて減少傾向を示した。2013 年
のデータでも水草 3 種のリン濃度は 0.29～0.70％と，
1939 年の報告と同じくらいの値が得られている（滋
賀県琵琶湖政策課，未発表資料）。
　滋賀県により刈り取られている水草の種組成は明
らかでないが，滋賀県琵琶湖博物館の資料による
と，南湖に出現する水草のうち，センニンモ，クロ
モ，マツモ，ホザキノフサモ，ササバモが現存量全
体の 3 分の 2 を占めていた（2012 年 9 月時点）。2001 年
の調査でも，南湖ではクロモ，センニンモ，オオカ
ナダモ，マツモが高頻度で認められた 15）。先に述べ
たリン濃度のデータから，ここに挙げた水草 6 種の
データ 8 点を抜き出すと，リン濃度は 0.29～0.82％，
平均値±標準偏差 0.59±0.17％，中央値 0.60％で
あった。以上に基づいて，水草のリン濃度の代表値
を決めることは難しいが，0.60％という値を用いて
試算を進める。この値を乗じると，南湖で刈取られ
て陸揚げされた水草 435 トンには，2.61 トンのリン
が含まれる計算になる。
　なお，琵琶湖への年間リン負荷量（2010 年）は，原
単位法を用いた推定により 237 トンと見積もられて
いる 22）。水草の刈取りにより陸域へと輸送されるリ
ン量（2.61 トン）は，この年間負荷量の 1.1％に相当
する。このうち，農業系に由来するリンの面源負荷
量は年間 38.3 トンと見積もられている 22）。水草によ
り再び陸域へと輸送される 2.61 トンのリンは，その
6.8％に相当する。
　水草には養分源だけでなく，有機資材としての側
面もある。同様の方法により，水草の刈取りに伴っ
て水域から陸域へと輸送される炭素量を求めた。
1939 年の滋賀県農事試験場報告 20）にある水草 18 種
の炭素濃度は 29.1±2.7％（平均値±標準偏差）であ
り，種間差は比較的小さい。水草の刈取り量 435 ト
ンの 29.1％が炭素とすると，炭素量は 127 トンと
なった。
　炭素についても，リンと同様に負荷量に対する割
合を求めることができる。琵琶湖への年間の全有機
炭素負荷量（2010 年）は 8,003 トン，このうち農業系
に由来する面源負荷量は年間 1,444 トンと見積もら
れている 22）。水草の炭素が全て有機炭素であると仮
定すると，水草の刈取りにより陸域へと輸送される
炭素量は，この年間負荷量のそれぞれ 1.6％，8.8％
に相当する。
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5．水草堆肥の施用による土壌と作物生長の変化

　水草堆肥の施用が，化学肥料を連用した土壌の化
学性，微生物の組成・活性と，作物生長に及ぼす影
響を定量的に評価するため，ワグネルポットを使っ
た栽培実験系を確立した（図 3）。化学肥料を連用し
た滋賀県草津市のハウス土壌を培養土として用い，
そこに，1）化学肥料のみ，2）水草堆肥のみ，あるい
は 3）化学肥料と水草堆肥を半量ずつ混合したものを
施用した。水草堆肥は堆肥化年数が 1 年目のもの
を 21），化学肥料は市販のものを用いた。施用量は，
処理によらずポットあたりのリン酸の投入量が 0.24 g
となるように調整した。これらに，4）土壌に何も施
用しない対照区も加え，合わせて 4 処理区で実験を
行った。
　市販の種子から発芽させたコマツナ苗をポット内
の実験土壌に移植し，滋賀県大津市の京都大学生態
学研究センター実験圃場の網室内にて，2013 年 5～
6 月の 26 日間にわたって栽培した。栽培後にコマツ
ナを収穫し，収量（地上部の乾燥重量）とリン吸収量

（地上部の植物体に含まれるリン量）を測定した。栽
培後の土壌については，pH（KCl，塩化カリウム），
pH（H2O，脱塩水），ホスファターゼ活性，菌類の種
組成，全炭素濃度，及びトルオーグリン酸（有効態
リン酸の指標の 1 つ）濃度を測定した。紙面の制約
上，これら分析手法の詳細は省略する。
　その結果，水草堆肥の施用区と混合施用区で，コ
マツナの生長促進が認められた（図 3）。一般化線形
モデルにより検討したところ，水草堆肥の施用区と
混合施用区のコマツナの収量は，化学肥料の施用区
と対照区のそれよりも有意に高かった（危険率 0.1％
以下）。コマツナのリン吸収量は混合施用区で最も
高く，次に水草堆肥の施用区で高かった。混合施用
区のリン吸収量は，化学肥料の施用区と対照区のそ
れよりも有意に高かった（一般化線形モデル，危険

率 1％以下）。
　このようなコマツナの生長促進は，実験処理によ
る土壌のどのような変化をつうじて生じたのだろう
か。土壌 pH（KCl・H2O），全炭素濃度，菌類の種組
成（主成分 1 軸），土壌のホスファターゼ活性，トル
オーグリン酸濃度のそれぞれについても，処理区間
での差の有無を一般化線形モデルで検討した。その
結果，水草堆肥の施用区と混合施用区では化学肥料
の施用区と対照区に比べて，土壌の全炭素濃度が有
意に高く，菌類の種組成が有意に変化し，ホスファ
ターゼ活性も有意に高かった（いずれも危険率 0.1％
以下）。土壌 pH（KCl・H2O），トルオーグリン酸濃
度は処理区間で有意差が認められなかった（危険率
5％以上）。ホスファターゼは菌類や細菌などの土壌
微生物や植物が生産する酵素であり，有機態のリン
酸エステル化合物を加水分解する 23）（図 1）。今回の
結果は，有機質である水草堆肥の施用により炭素が
土壌中に供給されると菌類の種組成が変化するとと
もに，酵素活性が促進されたことを示唆している。
　以上をまとめると，水草堆肥の施用は，土壌への
炭素供給をつうじて菌類の種組成を変化させてホス
ファターゼによるリンの無機化を活性化し，それに
よりコマツナの生長とリン吸収が促進されたと考え
ることができる。この結果は，化学肥料を連用した
土壌への水草堆肥の施用により，化学肥料を使わな
くても作物の生長を（少なくとも短期的には）維持で
きる可能性を示唆している。ただし，本稿で紹介し
たのは，あくまでも予備的な解析の結果であり，パ
ラメータ間の多重共線性が考慮されていないなどの
問題点がある。また，堆肥施用による菌類以外の微
生物（細菌など）の群集構造の変化や，カリウムやマ
グネシウムなどの栄養素の効果も考えられる。水草
堆肥が効果を発揮するメカニズムについては，今
後，測定項目を増やすとともに，構造方程式モデリ
ングなどを用いてさらに詳細に検討していく必要が
あるだろう。

6．まとめと今後の課題

　本稿では，水草の刈取りとその堆肥の施用により
琵琶湖から陸域へと輸送されるリンの量を推定する
とともに，リンの蓄積した土壌において，水草堆肥
の施用がリンの可溶化と作物の収量維持に貢献しう
ることを示した。この結果は，少なくとも短期的に
は，水草堆肥が化学肥料の代替物となりうることを
示唆している。水草の刈取りと水草堆肥の利用は，
生態学的な観点から，土壌－水域系内でのリンの再
利用・土壌蓄積リンの再資源化・リン肥料の利用削
減を促進し，集水域レベルでのリンの効率的な利用
に貢献しうる取組といえる。
　水草の利用をつうじて水域から陸域へと運搬され
るリン量に関しては，今後さらに推定の精度を上げ

図 3　ワグネルポットを用いた栽培試験．
栽培開始から 26 日目．左から，施用なし（対照区），化学肥料の
施用区，化学肥料と水草堆肥の混合施用区，水草堆肥の施用区．
処理区あたり 6 ポットを準備した．
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る調査が必要だろう。水草の種組成と，水草の種ご
とのリン濃度の測定を長期的に継続していく必要が
ある。琵琶湖と，琵琶湖以外の湖沼との比較も今後
の課題といえる。
　水草堆肥の施用が農耕地土壌におけるリン循環に
及ぼす影響についても，今後さらに検討すべき課題
が多い。栄養面では，土壌中の難溶性リン画分が実
際，どのように変化しているのかを確かめる必要が
ある。土壌における水草自体の分解プロセスについ
ての理解も不可欠である。リン酸の酸素安定同位体
を分析すれば，作物が土壌蓄積リンと水草堆肥由来
リンをどのような割合で利用しているのかが推定で
きる可能性がある（本特集，奥田の章を参照）24）。リ
ン以外の栄養素，例えばカリウムやマグネシウムの
効果についても検討が必要であろう。
　難溶性リンの可溶化に関わる微生物の特定も進め
ていきたい。菌類と細菌は，ホスファターゼや有機
酸の生産，微生物バイオマスへの変換などをつうじ
てリンを可給化する働きを担う 25）。今回の実験で
は，土壌中の菌類の種組成をリボゾーム DNA（rDNA）
の ITS（Internal Transcribed Spacer）配列を対象とし
たメタゲノミクス（環境中から直接収集，抽出され
る微生物の遺伝情報（メタゲノム）についての研究）
により評価したが，今後は細菌を対象とした解析
や，リンの可溶化に関わる機能的遺伝子，例えば，
ホスファターゼ遺伝子 26），27）をターゲットにした解析
が必要である。
　「農耕地における水草堆肥の利用」は，地球レベ
ルでのリン資源問題を念頭に置きつつ，地域的なリ
ン利用を効率的に進める取組のモデルケースとして
位置づけられよう。今後も継続して実証実験を実施
することで，水草堆肥の施用にともなう土壌リン循
環の変化についての知見を蓄積していくことが肝要
である。水草堆肥の利用という伝統知の現代的な意
義を，土壌の栄養素や微生物に着目して再評価する
ことができれば，集水域のスケールでのリンの効率
的な利用を促進する取組に科学的な根拠を与えるこ
とができるものと期待される。
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