
鉄理論とサンライズ花海道による三陸復興

岩手県議会 環境問題・地球温暖化対策調査特別委員会

令和3年4月14日

ＮＨＫ盛岡 まじぇ5時 パートナー 小川勝弘
（紫波町産業部 産業政策監 農村政策フェロー）

～ラジオ番組「まじぇ5時」の放送内容から～



今回の報告にかかる自己紹介
〇宮古地方振興局農政部

花と野菜のロード45構想推進、花と香りのサンライズプラン、花と香りの祭典

〇岩手県立農業大学校

花きセンターを自前でリニューアル、入場者数倍増

〇平成30年4月～令和3年3月 ＮＨＫラジオ「まじぇ5時」パートナー

番組で「花と緑で人生の楽園づくり」をテーマにして、植物の不思議、ガーデニング、

野菜作りの話題を紹介

三陸復興について、鉄理論による三陸漁業の復興、サンライズ花海道で心と生業の復興

を提案

〇平成23年4月～平成25年3月 一関市花いっぱい運動審査委員長、平泉町委員

〇平成30年4月～令和元年3月 北上市花いっぱい運動審査委員長

〇資格：華道小原流二級家元教授、花育アドバイザー、グリーンアドバイザー

〇御蔵ガーデンオーナー：2000坪のファームガーデンを30年かけて自作



本日お話しすること
1 鉄理論について

（地球の歴史と鉄、鉄理論とは）

2 三陸漁業の不漁と鉄理論

（森は海の恋人運動、北上高地からの鉄供給、震災復興工事のコンクリートの懸念）

3 鉄理論に基づく三陸漁業の復興の考え方

（鉄の供給方法、先行事例、オール岩手による三陸漁場への鉄供給、

内陸と沿岸の共創による県内資源循環と経済循環）

4 サンライズ花海道による心と生業の復興の考え方

（サンライズ花海道の考え方、先行事例、サンライズ花海道の構成要素）



キャプション

〇137億年前のビッグバン直後と、その後、星の内部や超新星爆発で作られた元素が集積して46億年前に地球が
誕生した。

〇宇宙が発生したときに核融合で物質が生じてきたが、核融合は鉄で終わった。鉄は宇宙で最も多く存在する元素
で地球の重量の32％～40％は鉄でできている。

地球の歴史と鉄



地球は鉄の惑星



シアノバクテリア

〇シアノバクテリアは25億年前から６億年前まで、光合成をして酸素を排泄
〇大量に発生した酸素を海水中の鉄が酸化して沈殿、それが縞状鉄鋼層、
〇大量発生した酸素を鉄が酸化鉄となって海底に沈むことを繰り返したため、海水から鉄がなくなった。

海水の鉄は河川の水1万分の1

縞状鉄鉱層

シアノバクテリア



植物の生育に鉄が必要
〇植物は葉緑体で光合成を行い、エネルギーや糖を作っている。
〇葉緑素を窒素栄養から作る際に、鉄が必要で鉄がないと葉緑素が作れない。鉄が不足すると、他の養分が

十分にあったとしても植物の生育は制限される。
〇鉄は葉緑素の合成以外にも、ミトコンドリアにおけるエネルギーの生産や、窒素肥料をアミノ酸に変換す

る働きも担っている。



鉄が植物の生育の制限要因

ミトコンドリアでエネルギーを作るときにも鉄が必要

窒素肥料を吸収するときにも鉄が必要



〇鉄仮説は1986年米国モス・ランディング海洋研究所のジョン・
マーチンが1986年ころから提唱したもので、「植物プランクトン
の成長とそれによる生物生産は、鉄の不足に制約されている」と
いうものである。

〇冨栄養貧葉緑素海域で1993年から2004年に実際に海洋散布実験を
して証明され鉄理論となった。

鉄理論とは



地球温暖化と鉄理論
植物プランクトンが二酸化炭素を吸収

磯の香成分が雲の発生
の核になる

貝殻も二酸化炭素吸収

25万トンの貝殻は約11
万トンの二酸化炭素を
固定



2010年以降商業的な海洋への鉄散布は規制



三陸漁業の不漁と鉄理論



減少している魚



増加している魚



岩手日報 報道記事

「本県ウニ漁 苦しい夏 数量24.8％減」（2020年8月20日）
「岩手の漁業 マイワシに活路 不漁魚種代替を期待」(2020年10月20日)
「県内秋サケ 不漁深刻 前年同期比56％減、単価は高騰」（2020年11月25日）
「「磯焼け」深刻 アワビ漁に影響 県内、冬場のウニの食害原因」(2021年1月22日)
「本県の秋サケ大不漁 人工ふ化放流本格化後最低の1729トン」(2021年2月5日)
「北海道が放流サケ稚魚にＤＨＡ 来遊数増を目指す」(2021年2月17日)

＜要約＞
・三陸沿岸では、磯焼けでウニ、アワビが減少、磯焼けは海水温の上昇が原因としている
・三陸沿岸の秋サケ不漁、海水温の上昇により稚魚が死滅することが原因としている
・サケの採卵数が計画の56.3％にとどまり放流数の減少により将来の漁獲量の減少が心配されている。
・北海道では、サケの稚魚が飢えて来遊数が減少、ＤＨＡを餌にまぜて稚魚に飢えの耐性を強化



＜報告者コメント＞

・鉄理論提唱者は、磯焼け
の原因は、海水温の上昇
ではなく、鉄の供給不足
としている。

・岩手県のサケの回帰率は、
宮城県以北では最も低い。
2019年の回帰率 北海道
1.6％＞青森県0.6％＞宮
城県0.5％＞岩手県0.2％

・岩手県より海水温が高い
宮城県のサケの回帰率は
一貫して本県より高い。

・サケの放流数を増やすよ
り、三陸の湾内の植物プ
ランクトンを増やし、稚
魚の生存率を上げて回帰
率を増やすことが必要で
はないか。



森は海の恋人

生産力豊かな海の環境は、海に流れ込む川の上流に豊かな森があってはじめて保たれる。このこ
とを漁師たちに伝え、気仙沼湾に注ぐ大川上流の室根山に木を植えようと呼びかけている運動

代表：畠山 重篤 氏
宮城県気仙沼湾にて家業のカキ・ホタテの養殖に従事、宮沢賢治イーハトーブ賞、
河北文化賞受賞。
現在、京都大学フィールド科学教育研究センター社会連携教授



・森と海を結び
付けていたの
は鉄

・山の土の中の
鉄は、腐植土
から出てくる
フルボ酸と結
合してフルボ
酸鉄となって
海に運ばれる。

・植物プランク
トンは、フル
ボ酸鉄から鉄
イオンを吸収
し利用する。



北上高地からの鉄供給

北上高地は鉄鉱石が豊富

北上高地は冷温帯林で極相は夏緑広葉樹林
ブナ林やナラ林、カエデ、ニレ、シナノキ、トネリコなど



三陸漁場は、すべて北上高地を源流とした河川により水が供給

三陸海岸の市町は、北上高地を源流とする河川の河口にできている。
このため、防災対策として整備した防潮堤と水門は、北上高地から流れ
てくる河川の河口周辺と海岸をコンクリートで覆った形になっている。

久慈市：長内川、久慈川
岩泉町：小本川
宮古市：閉伊川、津軽石川 ⇒ 宮古湾
山田町：大沢川、関口川、織笠川 ⇒ 山田湾
大槌町：橋野高炉跡 鵜住居川 ⇒ 大槌湾
釜石市：甲子川 餅鉄 ⇒ 釜石湾
大船渡市：盛川 ⇒ 大船渡湾
陸前高田市：気仙川 ⇒ 広田湾

北上高地



震災復興工事のコンクリートの懸念

〇北上高地から河川によって供給されてい
る二価鉄イオンは、アルカリに触れると
三価鉄となって沈殿する。
このため、アルカリ性のコンクリートで
河口や海岸を覆うと河川で北上高地から
三陸漁場に供給されてきた鉄が減少する
懸念がある。

〇コンクリートはアルカリ性であり、成分
の大半が石灰を原料とするセメントで、
セメントは、大量の水酸化カルシウム

（消石灰）を含んでいる。
水酸化カルシウムが水中に溶出してくる
と、魚をはじめとする生き物に悪影響を
及ぼす。コンクリートで作った池にすぐ
魚をいれると死ぬため、池のコンクリー
トはあく抜きが必要である。

高田松原の防潮堤



海岸と河口に整備された施設
コンクリート施設



森は海の恋人の舞台となっ
ている舞根湾
コンクリートの擁壁が無い



鉄理論に基づく三陸漁業復興の考え方

鉄の供給方法
〇矢田浩氏の方法

実験レベル：硫酸鉄水溶液
実証レベル：ボーキサイト、

鉄鉱スラグ、鉄くず、赤土

〇杉本幹生氏の方法
鉄炭団子を開発し「鉄イオン供給体」として特許取得

〇日本製鉄株式会社
ビバリーユニット



北海道増毛漁業協同組合「藻場再生プロジェクト」新日鉄と連携し、廃木材チップを発酵させた
人工腐植土と、二価鉄を多く含有する製鋼スラグを袋詰めした鉄分供給ユニットを海底に設置して
藻場が復活

先 行 事 例



日本製鉄が実施している藻場再生プロジェクト



オール岩手による三陸漁場への鉄供給
鉄、腐植、炭を容器に入れて海底に沈めることにより、植物プランクトンや海藻が吸収し光合成に利用できる二

価鉄イオンの供給が可能になる。
同様の機能を持ち岩手県内で調達可能な資材は以下の通りである。

「鉄」 （釜石市）ミネックス株式会社 てんろ石灰（鉄分28％）
「腐植」（花巻市）デンカアヅミン株式会社 アヅミン（腐植50％）
「炭」 （盛岡市）一般社団法人岩手県木炭協会 木炭

岩手木炭の原
材料は天然のナ
ラの木100％。
再生能力に優れ
たナラの木は、
一定のサイクル
で伐ると新芽を
出し、20〜25年
で元気な森に生
まれ変わる。



内陸と沿岸の共創による県内資源循環と経済循環

共創による資源循環推進

【堆肥・木炭・鉄】

内陸の堆肥と木炭に鉄分を加えた資材を沿岸の

漁場に施用し海の肥沃化を図り、水産物を増加

させる。

【貝殻資材】

沿岸の貝殻資材を内陸の農地に施用し土壌の肥

沃化を図り、農産物を増加させる。

共創とは、内陸と沿岸が共に新しい価値を創造する取り組み



内陸の堆肥を活用した資材を三陸沿岸の漁場に施用

三陸沿岸の市町村の漁獲高向上

三陸沿岸の市町村の魚介類を内陸の産直で販売

内陸の農産物を三陸沿岸の産直で販売

三陸沿岸の市町村の漁業者と内陸の農業者・消費者の交流・支援

※交流・支援の例示：オーナー制（養殖イカダ、果樹）

作業体験（農作業体験、漁業作業体験）

宅配による定期購入（農産物、魚介類）

共創による県内経済循環推進



岩手大学地域課題解決プログラムへの応募

【希望テーマ】

堆肥・鉄・炭混合資材の施用が海藻・魚介類の発生に及ぼす影響
～ 鉄理論の適用による三陸漁業の復興と紫波町との沿岸市町村の関係性強化 ～

（１）堆肥・鉄・炭混合資材の種類と植物プランクトン発生量の分析（インビトロ）
三陸沿岸の海水に以下の資材を添加し植物プランクトンの発生量を調査する。

①モミガラ堆肥・鉄・炭混合資材（堆肥：えこ３堆肥）
②バーク堆肥・鉄・炭混合資材（バーク堆肥：田園有機）
③モミガラ堆肥・鉄・炭・腐植酸混合施用区（腐植酸：アズミン）
④対象区

（２）堆肥・鉄・炭混合資材施用実証試験（フィールド）
三陸沿岸の漁場で以下の区を設け、コンブ、ウニ、アワビ等の発生量を調査する。

①モミガラ堆肥・鉄・炭混合資材施用区（堆肥：えこ３堆肥）
②バーク堆肥・鉄・炭混合資材施用区（バーク堆肥：田園有機）
③モミガラ堆肥・鉄・炭・腐植酸混合施用区（腐植酸：アヅミン）
④無施用区



サンライズ花海道による心と生業の復興の考え方
復興道路は、津波の被害を受けない山岳部に高規格道として整備された。
緊急搬送時間が大幅に短縮され、救命効果を発揮、また沿岸部と内陸部を結ぶ高規格道も完成し、

物流、観光振興に効果が期待されている。
ただし、交通の利便性が増すことにより、ストロー現象により盛岡、八戸、仙台へ人とお金が流出

することも生じる。
旧国道45号線では、通行車両が激減し、沿道の飲食店の閉店も生じている。



〇復興道路から旧45号線に人を呼び込む戦略

〇花には心を癒す力があるとともに、先行する観光地では、重要な観光資源ともなって

いる。

〇そこで、三陸沿岸の各所に花の観光スポットを設置した広域の観光ルート「サンライ

ズ花海道」を 創設し観光客を誘客する。

〇三陸沿岸には、他地域の花の観光地に比べて、宮沢賢治の詩碑や美味しい魚介類があり、これ

らと結びつけることにより、さらに魅力的な花による観光地を作ることが可能と思われる。

〇サンライズ花海道は、花を見て癒され、宮沢賢治の利他の精神に触れ、三陸の海の幸を味わえ

る広域観光ルートである。

サンライズ花海道とは



先行事例 北海道の代表的な美しい8つのガーデンが集中してい
る大雪～富良野～十勝を結んだ全長約２5０ｋｍの街道

いずれのガーデンも北海道ならではの気候や景観を
生かして個性にあふれ、力にあふれた庭づくり、景観
を展開する現代の日本を代表する観光庭園

また、自然の風景や山並みとともにアクティビ
ティーを楽しめ、豊かな食も堪 能できる観光ルート

★北海道ガーデン街道の効果

2010年北海道ガーデン街道発足

観光客は 2009年35万人 → 2015年60万人

＜北海道ガーデン街道と比較し三陸海岸が持つ強み＞

・震災を経験したことにより「震災ガーデニング」とでもいうような精神性の
高いガーデニングが行われている。

・宮沢賢治の詩情を感じることが出来る詩碑がある。
・海と山があり多様な景観が楽しめる。
・陸の海の幸が堪能できる（カキ、鮭、毛ガニ、ドンコ等）
・三陸鉄道での移動が可能で宮沢賢治の銀河鉄道の世界を感じることができる。



南房総の花摘み
常春の地南房総では、12月から水仙の花が咲き始め、

翌年の３月まで花摘みが楽しめる。

鋸南町の水仙、南房総市、館山市のポピー、金魚
草・・・などの花を摘むことができる。

＜南房総の花摘みと比較し三陸海岸が持つ強み＞

・南房総の観光のオンシーズンは夏、花摘みは冬で観光のオフ
シーズン

・三陸海岸は観光のオンシーズンである夏にも花を楽しめる。



サンライズ花海道を構成する要素
（1）三陸を桜でつなぐ

（2）三陸を市町村の花でつなぐ

（3）三陸を沿道花壇でつなぐ

（4）三陸の詩碑で宮沢賢治とファンをつなぐ

（5）三陸の海の幸をつなぐ

（6）三陸をガーデナーでつなぐ



（１）三陸を桜でつなぐ 三陸復興で新たに植栽された桜
（最終的には20,000本程度）

既存の桜の名所

桜ライン311
桜並木プロジェクト
希望の桜

現在桜の名所として知られている観光スポッ
トをつなげて情報発信する。

三陸海岸は南北に距離が長いため、開花時期
がずれて長期間花見が出来る可能性が有る。



（２）三陸を市町村の花でつなぐ
高田松原津波復興祈念公園



大船渡市 世界の椿館 釜石市 五葉山

大槌町ベルガーディア鯨山 山田町 鯨と海の科学館



宮古市 臼木山 岩泉町 ふれあいらんど岩泉

田野畑村 シロハナシャクナゲ 野田村 ハマナス



久慈市、洋野町 つつじ



花いっぱい運動の歴史

＜花いっぱい運動創始者＞ ６９年前
長野県松本市 小松一三夢
昭和27年４月８日「街を花いっぱいにする会」
戦争が終わって町も村も山も川も人の心もすさんでいた
花を町に植えることが世の中を明るくする一番良いこと

松本 → 日本全土 → 世界の国

＜岩手県の花いっぱい運動＞ ５１年前
昭和45年のいわて国体
アゲラダム、マリーゴールド、サルビア

＜花いっぱい運動の経済効果＞
・Ｈ市の花苗委託費は25万本で約510万円

Ｋ市の花苗委託費は16万本で約500万円
⇒Ｋ市は花苗生産を地域農家、障碍者施設に委託

・三陸沿岸各市町村で花いっぱい運動を展開し苗生産を委託すると
＠500万円×12市町村＝6000万円の花苗需要（花農家、障碍者施設）

松本市にある石碑
小松市が運動のチラシを配っていた橋のたもと



（３）三陸を沿道花壇でつなぐ
〇地域グループが国道４５号線や三陸沿岸道に沿道花壇を設置する。

〇観光ルートを花で飾り環境美化と交通安全のＰＲにつなげる。

〇花壇用の花苗は地元農家に委託して生産し花農家の育成を図る。

〇地域で花壇作りを行うことで地域コミュニティーの活動を活発化させる。

〇地域グループを対象にした花いっぱい運動コンクールを開催する。



（4）三陸の宮沢賢治の詩碑をつなぐ

• 宮沢賢治は２９歳の時に三陸海岸を旅行（八戸、
種市、久慈、普代、宮古、山田、大槌、釜石）、
７編の詩を読んだ。

• 普代村、田野畑村、宮古市、大槌町、釜石市、
陸前高田市に詩碑がある。

・これらの詩碑を巡って宮沢賢治の詩情に浸

る。

・可能であれば各地域の宮沢賢治研究家がガ

イドを務める。作品が出来た背景とか現地に

来てみなければ分からないことをお話しする。



宮沢賢治がデザインした涙ぐむ目の花壇

大槌町 浪板海岸 暁窮への嫉妬 詩碑



（５）三陸の海の幸をつなぐ
• 宿泊施設や観光施設で三陸の海の幸を堪能できる料理を提供する。

【三陸の海の幸】真鱈、鮭、毛ガニ、カキ、ホタテ、ホヤ、ドンコ





（６）三陸のガーデナーをつなぐ

＜三陸沿岸の４人のガーデナーのインタビュー結果から＞
①花や植物に触れる原体験は人間の成長と豊かな生活を送っていく上で必要

・子供の頃に花や植物に親しんでいた経験をもっている。

・ガーデニングブームとは無関係に長い時間をかけてガーデンを製作した。

・ガーデニングのイメージには、昔あった原風景の再現もある。

②ガーデニングや詩情は震災後の心の復興に役立つ
・花そのものが持つ、美しさ、良い香りは癒やしの効果がある。

・詩情を感じることにより人の心が癒やされる。

③三陸の市町村が連携した観光ルートの開発が求められている
・連携し情報発信すれば観光客を増やせ、経済・雇用の創出につながる。

★個人のガーデンをサンライズ花海道の観光ルートに組み込む場合の留意点
・ガーデンの魅力を向上させること（デザインの向上と規模拡大）

・新たなガーデナーの発掘と人材育成（公開できるガーデナーの募集）

・アクセス、駐車場の確保（個人宅のため道が狭く駐車場が少ない）





ご清聴ありがとうございました

※農村政策フェローの活動状況は、紫波町ホームページ 産業政策監でご覧いただけます。
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