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リターの分解と塩基動態に基づくリターライシメータ法の有用性の評価*

笠井槙子 1，2.馬場光久 3・佐藤亮太 3・杉浦俊弘 3・小林裕志 3
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1 .はじめに

酸性雨をはじめとする酸性沈着が森林生態系におよぼす

影響を予測するためにはO層における酸の生成過程やそ

の量および酸緩衝能力の評価が重要である¥)そのために

はO層中の塩基動態の把握が重要であり， リター中の塩

基動態に対する分解と物質収支の影響をともに評価する必

要がある.

これまで， リターの分解に伴う塩基動態については， リ

ターバッグ法を用いてリターの重量減少とリターに残っ

た塩基を測定することにより検討されてきた(例えば，

Morrison2) ; Osono and Takeda3)). しかしこの方法で

はリターからの塩基の溶脱量を直接評価することはできな

い.そこで， リターに残存した塩基量と共にリターからの

塩基の溶脱量を並行して測定する方法を考案した.具体的

には，土壌浸透水の採取に用いられるライシメータ上に新

鮮リターを載せ， ライシメータの流出先にはイオン交換樹

脂(IonExchange Resin : IER)を詰めたチュ ーブを連結

させたものを設置し， リタ一分解とそれに伴うリター中の

塩基の減少量およびリターから溶脱した塩基量の各項目に

ついて測定できるようにした(ライシメータ法). しかし

ライシメータによってライシメータ上のリターと土壌との

接触が遮断されるため， リターバ ッグ法に比べて分解速度

が遅くなることが考えられる.そこ で，本報告ではライシ

メータ上のリターとリターバッグ法によるリターの分解速

度およびリター中の塩基量について比較しその相違から

ライシメータ法の有用性を検討することを目的とした.ま

た，酸緩衝作用を考える上で重要となる交換性塩基量に

ついてリターの分解に伴う変化に関する知見が不十分なた

め，これについても検討した.

*本報告の一部は文部科学省科学研究費(課題番号

18580063)によって行った。
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2. 試料および方法

1)試験地概要

Baba et a1.4)により O層からの塩基供給が顕著である

ことが報告されている青森県上北郡七戸町萩ノ沢のスギ

(Cryptomeria japonica)人工林を試験地とした.2004年

12月から 2年間の試験地の年平均気温は8.60C. 1997年

から 2005年までの平均年間降水量は 1，670mmであった.

試験地における主植生は植林されたスギであり，その本数

密度は 1haあたり 850本，樹齢は2006年現在. 50年で

あった. リターフォール量は2004年. 2005年の積雪に

よりリタートラップを設置できない 12月から 4月までを

除いた期間の合計量の平均で、1.63t ha一 o層の堆積量

は2004年， 2005年の積雪により採取できない期間を除

いた平均で、 15.9tha-1であった.

2)ライシメータ法

酸性雨等森林衰退モニタリング、事業実施マニュアル 5)

に基づき作成したリタートラップを用いて 2005年 10月

~11 月に週 1 回採取した.採取したリターフォールを風

乾後，ステンレス製ライシメータ(幅 12.5cm X奥行30

cm)上に新鮮リターとして 10~ 12 g載せた(図1).試

料ができるだけ均一になるように葉のみを用い，葉の中で

も枝に近い硬い部分は取り除いて用いた. これらのライシ

メータを試験地の40mX 20mの範囲の 3ヶ所(おおよそ

2m X 2mの範囲)の O層上に2005年 12月に6個ずつ

設置した.ライシメータの流出先には IERを詰めたチュー

ブを連結させた.以下これをリターライシメータ (Litter

lysimeter : Lily) とする.IERは強酸性陽イオン交換樹脂

と強塩基性陰イオン交換樹脂とを 1: 1で混合した再生済

みアンバーライト MB1(ローム ・アンド ・ハース社)を

用いた.なお， IERの乾燥による吸着率の低下は無視で

きることが報告されている 6) リターライシメ ータにより

リタ一分解とそれに伴うリター中の塩基の減少量およびリ

ターから溶脱した塩基量について測定が可能である.

3)リターバッグ法

ライシメータ法によるリターの分解速度を一般的に用い

られているリタ ーバッグ (Litter-bag: LB)法と比較する

ため， リターライシメータと同量のリターフォール1O~12

gを2mmメッシュのナイロン製ネットを用いた28cmX 

28cmのバッグに封入した. このリターバッグをリターラ

イシメータと同じ 2005年 12月にリターライシメータを

設置した3ヶ所のそれぞれに隣接する場所の O層上に6
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図l リターライシメータの概略

個ずつ重ならないようにして計 18個設置した.

4)試料の回収および分析

設置したライシメータおよびリターバッグは 2005年4

月から9月まで月に一度3ヶ所から各 1個ずつ回収した.

回収したリ ターは生重量を測定した後， 交換性塩基測定用

に一部残し， 80
0

Cで48時間乾燥させて乾物重量を測定

した後， ミキサーミルで粉砕した.粉砕した試料を硝酸一

過塩素酸法 7)による湿式灰化で分解後，分析試料とした.

この灰化試料中のカルシウム (Ca) およびマグネシウム

(Mg) の各塩基濃度は原子吸光光度法により定量し，各塩

基のリター乾物重量当たりの全含有量 (molkg-1) を求め

ずこ.

交換性塩基は vanReeuwijk8)のカラム法を参考に， 口

径 30mm，長さ 100mmのガラス製グーチロート(細管の

長さ 40mm，細管にはシリコンチューブ，流量調節のた

めのホフマン型ピンチコックを取り付けた)カラムに少量

の脱脂綿，次に海砂 lOgを少量ずつ 1M酢酸アンモニウ

ム加えながら気泡が入らないように充填した.その後，さ

らに加えた 1M酢酸アンモニウムに約 2.5gの粉砕してい

ない未風乾試料が浸かるように詰めた.その後，このカラ

ムにゴム栓を取り 付けた同じ大きさのガラス製グーチロー

トを接続し， 1M酢酸ア ンモニウム溶液を添加した.1M

酢酸ア ンモニウム溶液を 4'"20時聞かけて 100mL滴下

し交換性塩基を抽出した.抽出液中のカルシウム イオ ン

(Ca2+)およびマ グネシウム イオ ン (Mg2+)濃度を原子

吸光光度計によ って定量し 乾物重量あたりの交換性塩基

含有量 (molckg-1) を算出した. 交換性塩基は酸緩衝作

用を考える際に重要であるため，molc kg-1の単位表記に

加えて全量の単位である molkg-1を併記した.

さらに，塩基含有量とリター残存量から塩基残存量

(mmol)を求めた. 交換性塩基は mmolcに加えて mmol

でも示した.

5)リターの分解速度定数の算出

初期乾物重量 (Wo: g)， t時間(年)後に回収した乾

物残存量 (Wt:g) の関係を (1)式により近似し 分解

速度定数 (r)を求めた.

分解速度 Wt=Wo X e-rt (1) 

なお，設置したリターの量を全て等量にすることはでき

なかったため， Wtも設置時のリタ一重量が lOgとして換

算した値を求めた上で分解速度定数を求めた.

3.結果および考察

1)分解速度定数の比較

設置時の リターの色は 7.5YR4/6または lOYR4/6の褐

色から10YR6/6の明黄褐色であった.設置後4ヶ月半後

にはライシメ ータ法， リターバッグ法で用いたリターの一

部に 7.5YR1.7/1の黒色から 7.5YR2/3の極暗色の箇所が

観察され， 10ヵ月後にはいずれの方法で回収したリ ター

も7.5YR1.7/1の黒色から 7.5YR3/3の暗褐色となった割

合が高くなった. しかし色以外にスギ リターから細片化

したものがリターバッグやライ シメータ から脱落するなど

の形態の変化は見られず， ライシメータ法とリターバッグ

法により形態に目立った違いは見られなかった.

図2にライシメータ法とリターバ ッグ法によるリターの

分解に伴うリター残存量の変化を示した.ライシメータ法

では4ヶ月半後には8.6gまで減少し 8ヶ月半後には 7.5

gとなり，分解速度定数は 0.324であった.一方， リター

バッグ法では， 4ヶ月半後に 8.9gであったが，8ヶ月半

後には 6.4gまで減少し，分解速度定数は0.416であった.

リターライシメータおよびリターバッグを設置した3ヶ所

のそれぞれについて分解速度定数を求めたところ， ライシ

メータ法では 0.194から 0.427 リターバッグ法では 0.362

から 0.461であった. これらの分解速度定数の差について

t -検定を行った結果，有意差は認められなかった. この

ことから少なくとも設置 10ヶ月程度の期間における分解

量の評価にはライ シメ ータ法は有効である と考えられる.

リターバッグには 2mmメッシュのナイロン製ネットを

用いているため，中型土壌動物が侵入できるのに対し， リ

ターライ シメ ータはリターと地面との接触が遮断されるた

め，土壌動物や土壌徴生物の影響を受けにくいと考えられ

る.また， リターバ ッグ法とスギ針葉にナイロン糸に番号

を付けたタッグ法とを比較した結果で、は，針葉の脱落が見

られる ようになるとタ ッグ法で残存量の減少が大きく， 差

が生じることが報告されている 9) 本研究においても設置

後 10ヶ月間では顕著な針葉の脱落がなく ，分解速度定数

に有意差が見られなかった.しかし ライシメータ法では

脱落する針葉もリターライ シメ ータ上に残るため，設置期

聞が長くなれば残存量や分解速度定数の差が大きくなる可
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全 Mg量(図 3b) は， 設置時に有意差がなく，残存量

はライシメータ法，リターバ ッグ法ともに同様に増減した.

ライシメータ法では 0.580mmolから 0.256mmolまで減

少し リターバッグ法では 0.576mmolから 0.232mmol

まで減少し 10ヵ月後にはそれぞれ 0.306mmol. 0.255 

mmolとなった.いずれの回収時もライシメータ法に比べ

てリターバッグ、法の方が少なかった.しかし リターライ

シメータおよびリターバッグを設置した3ヶ所における各

回収時の全Mg残存量について t一検定を行った結果，有

意差は見られなかった.

交換性 Ca残存量(図 4a) はライシメータ法では 1.78

mmolcから 4ヵ月半後に 1.16mmolcに減少し，その後次

第に増加し， 10ヵ月後には 4.21mmolcとなった. 一方，

リターバッグ法では 1.88mmolcから減少する ことなく，

徐々に増加し， 10ヵ月後には 5.89mmolcとなった.リター

バッグ法の方が交換性 Ca量の増加量が多くなったが， リ

ターライシメータおよびリターバッグを設置した3ヶ所に

おける各回収時の交換性 Ca量についてそれぞれ t-検定

を行った結果，いずれの回収時においても有意差はなかっ

た.

交換性 Mg残存量(図 4b) は，ライシメータ法では6ヵ

月半後に 0.865mmolcと設置時の 0.831mmolcより多く

なったが，全体としては設置後から徐々に減少し 10ヵ

月後には 0.444mmolcとなった. リターバッグ法では設置

後から 5ヵ月半後までは約 0.7mmolcであったが，その後

8ヵ月半後に 0.328mmolcまで減少した後， 10ヵ月後に

は0.439mmolcとなった.ライシメータ法に比べてリター

バッグ法の方が少ないことがあった.しかし リターライ

シメータおよびリターバッグを設置した3ヶ所における各

回収時の交換性Mg量についてそれぞれ t-検定を行った

結果，交換性 Ca量同様いずれもいずれの回収時において

も有意差はなかった.交換性Mg量は全Mg量の 60%以

上を占めるとともに全Mg量との聞にライシメータ法でr

笠井 ・馬場 ・佐藤・杉浦 ・小林:リターの分解と塩基動態に基づくリターライシメータ法の有用性の評価

能性が示唆された.

2)塩基残存量の変動の比較

図3aに全Ca残存量の変動を示した.設置時のリター

の全Ca量はライシメ ータ法で 6.30mmol. リターバッグ

法で7.33mmolであり， 5%水準で有意な差が認められ

た.またリターライシメータおよびリターバ ッグを設置

した3ヶ所における各回収時の全 Ca量について t-検定を

行った結果，5ヶ月半後には2つの方法の聞に 5%水準で

有意差が見られたものの， この他の回収時には有意差はな

|かった.設置時の全Ca量に違いがあり，残存量に有意差

が見られた回収時もあったが，全体としてはライシメータ

法， リターバッグ法共に同様の増減を示し，設置から 6ヵ

月半後にはライシメータ法で3.09mmol. リターバッグ

法で 3.50mmolまで減少したが 10ヵ月後にはそれぞれ

7.31 mmol， 7.61 mmolまで増加した.
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図3 ライシメータ法とリターバッグ法による塩基の全量の変化
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=0.513 (pく 0.05)， リターバッグ法でr= 0.571 (pく 0.05)

と有意な相関関係が見られた.

このように，全Ca残存量，交換性Ca残存量はライ シ

メータ法とリターバッグ法ともに設置時に比べて 10ヵ月

後には増加しこの時の残存量に2つの方法による有意差

は見られなかった.一方， 全 Mg残存量，交換性Mg残存

量はライシメータ法とリターバッグ法ともに設置時に比べ

て 10ヵ月後にかけて減少し，この時の残存量はライシメー

タ法の方がリターバッグ法に比べて少なかったが，有意な

差はなかった.

3)リター残存量と塩基含有量との関係

塩基残存量の変動の相違について検討するため，塩基残

存量を左右するリター残存量と塩基含有量との関係を図

5， 6に示した.設置時や5ヶ月半後の回収時の全 Ca含

有量に 5%水準で有意な差が見られたこともあり，全Ca

含有量はリターバッグ法では， リタ 一重量の減少に伴い

全 Ca含有量が上昇する傾向が見られた(図 5a) が，ライ

シメ ータ法ではばらつきが大きく ，一定の傾向が見られな

。。
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かった. この要因として， リターバッグ法では降水が下面

のネットから抜けていくのに対し， ライシメ ータ法ではラ

イシメータ上を流下し， リタ ーと接触する機会が多くなっ

たことが考えられる.この点についてはリターの下にも

ネットを入れるなどして接触する機会を減らすような構造

にする必要があると考えられた. これまで， リターバ ッグ

を用いて測定されてきた全Ca含有量はリターの残存量が

50%前後で最大値に達しその後に減少に転じる 10) こと

が示されている.今回の結果はリタ ー残存量が多かったこ

とから， リター残存量の減少に伴って Ca含有量が高くな

る段階にあると推察され，このためリターバッグ法ではリ

ター残存量と Ca含有量との聞に負の相関関係が見られた

と考えられる.しかしライシメータ法ではCa含有量と

リター残存量との聞に明確な関係が見られず，今後さ らに

検討する必要があると判断された.

全 Mg含有量 (図 5b) はリターバ ッグ法ではr=0.717

(pく 0.001) と有意な正の相闘が見られ， リターの重量減

少と共に低下していくことが示された. ライシメータ法で

。。
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図4 ライシメータ法とリターバッグ法による交換性塩基量の変化
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は有意ではないものの， リターの重量減少と共に低下する

傾向がみられた.マグネシウムは移動性が高く，分解直後

から緩やかに減少すること11)から，溶脱の影響を受けて

全 Mg含有量が低下すると推察された.

しかし溶脱の影響を受けやすいと考えられる交換性

Mg含有量は，いずれの方法でもリター残存量との聞に有

意な関係が見られなかった(図 6b). これは. Caに比べ

て含有量の低い交換性Mgが溶脱や林内雨による Mg2
+の

供給といった物質収支の影響を受けやすいためと考えられ

る.また，ライシメータ法ではリター残存量の減少に伴い

増加する傾向が， リターバッグ法では減少する傾向が見ら

れた.この相違の要因として上述したような降水とリター

と接触する機会の相違などが考えられる.

これまで交換性Caを分解と共に評価した例はないが，

交換性Ca含有量はライシメータ法， リターバ ッグ法共に

重量の減少に伴って上昇する傾向が見られた(図 6a). こ

のため， リター残存量が減少した(図 2)にもかかわら

ず，交換性 Ca残存量は増加した(図 4a).すなわち，交

換性Caは分解と共に増加することが明らかとなった.全

Caのうち交換性Ca量を差しヲ|いた非交換性 Caは時間の

経過と共に必ずしも減少していたわけではなかった(図 7)

抗設置時に比べて減少していた.また，降雨中の Ca2+

の影響も考えられたが，試験地における 2005年 12月から

10ヶ月間に林内雨によって供給された Ca2+は， リターラ

イシメータの面積を考慮すると 2.44mmolcである.ライ

シメ ータ法では交換性 Ca量が最も少なかった設置4ヵ月

半後の1.16mmolcから 10ヵ月後には4.21mmolcと，増

加量 (3.05mmolc)が林内雨による供給量を上回っていた.

このことから，分解に伴う非交換性 Caの交換性 Caへの

変換によっても交換性Ca量が増えたと考えられた. リ

ターバッグ法では非交換性 Ca量がライシメータ法に比べ

て有意に多かった回収時もあった(図 7). しかしリター

バッグ法による設置時から 10ヶ月間の交換性 Caの増加

一 ニ色~。
ニbda u 

。EoE 

(0.5) 1.0 a Lily目 r=ー0.616**
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A 同副

量はライシメータ法以上に大きかった.このことから， リ

ターバッグ法についても分解に伴う非交換性Caの交換性

Caへの変換があったと考えられた.

リターバ ッグ法，ライシメータ法で交換性Mg含有量と

リター残存量との関係に相違が見られた要因として，両方

法における降水とリタ ーと接触する機会の相違などが考え

られた.このことから，上述したようにリターの下にもネッ

トを入れるなどライシメータ法の改良の必要性が示唆され

た.一方， ライシメータ法を用いても重量減少に伴う交換

性 Caの動態について設置後 10ヶ月聞はリターバッグ法

同様に評価で、きた. これらのことから，改良が必要と判断

される点があるものの，今回用いたスギに多く含まれ，酸

緩衝作用において量的にも重要な交換性Caの評価にライ

シメ ータ法は有用であると判断された.

。
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4. 要 約

リタ一分解とそれに伴うリター中の塩基の減少量および

リターから溶脱した塩基量の各項目について測定できるよ

うにしたライシメ ータ法を考案した. ライシメータ法とリ

ターバッグ法によりリターの分解およびリター中の塩基動

態について比較した.

1) リター残存量の分解速度定数はライシメ ータ法とリ

ターバッグ法との聞に有意差は見られなかったが， リター

バッグ法の方が大きい値を示した.

2)全 Caはリターバッグ法では含有量がリター残存量

の減少と共に増大したが，ライシメータ法ではこうした関

係が見られなかった. しかし 残存量はいずれの方法にお

いても設置時から減少した後，増加した.

3)交換性 Caは， リターバ ッグ法， ライシメータ法共

に設置時から分解に伴って非交換性 Caが交換性 Caに変

換されることで含有量が上昇したと考えられ，その結果，

リター残存量が減少したにもかかわらず交換性Ca残存量

が増加した.

4)全 Mgはライシメータ法でト明瞭で、なかったもののリ

ター残存量の減少とともに含有量が低下した.その結果，

リターバ ッグ法，ライシメ ータ法のいずれも設置時から同

様に全Mg残存量が減少した.

5)交換性Mgは残存量の変動が2つの方法で類似して

いたが，含有量とリター残存量との関係は異なる結果で

あった.全Mgの60% を占めていた交換性Mgは物質収

支の影響を受けて変動していたと推察された.

これらのことから， Mg についてはさらに検討が必要で

あるものの，ライシメータ法を用いても重量減少に伴う交

換性Caの動態について設置後 10ヶ月 間はリ ターバッグ

法同様に評価できると判断された.
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New method to evaluate base cation dynamics during litter decomposition 

Makiko KASAI 1.2， Mitsuhisa BABA 3， Ryota SAT03， Toshihiro SUGIURA 3， Hiroshi KOBAYAS田 3

I Grad. Sch.防ter.Medi，α:ne and Animal 50α;.， Kitasato Univ.， 2 Present address: Kankyo Hozen Co. Ltd.， 

3Sch.防ter.Medicine.， Kitasato Univ. 

Litter decomposition and acid buffering reactions influence the dynamics of base cations in the organic horizon of a 

forest floor. However， traditional litter-bag methods cannot evaluat巴theamounts of base cations that are leached during 

litter decomposition. To resolv巴thisproblem， we developed a new method that allows measurements of the nutrient budget 

and litter decomposition rate. In the new method， leaf litter is placed in a stainless steel "litter lysimeter" to which an outlet 

tube filled with ion-exchange resin is connected. We evaluated the applicability of this method by comparing decomposition 

rates of leaves of Cryptomeria japonica incubated in litter lysimeters and in nylon-n巴tlitter bags for 10 months. We 

also compared the changes in the amounts of total and exchangeable base cations in the residual litter samples. The 

decomposition rates of the litter samples did not differ significantly between the two methods. Total calcium (Ca) contents 

in the litter samples increased after the 10-month incubation in both methods. The exchangeable ca1cium (Ca2+) contents 

increased throughout the incubation in both methods， and were negatively correlated with the amount of residual litter. 
Total magnesium decreased after 10 months of incubation in both methods. How巴ver，there was no significant correlation 
between the amount of residual litter and the exchangeable magnesium (Mg2+) content， which suggests that the Mg2+ 
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content in the residuallitter was a:ffected by the nutrient budget. Based on these results， we conclude that the decomposition 

behavior of leaf litter and the dynamics of exchangeable Ca2+ can be estimated equally well using the litter lysimeter and 

litter-bag methods. The litter lysimeter method will thus serve as a useful tool for evaluating Ca dynamics during litter 

decomposition on the forest floor. 

K問ywords: base cation dynamics， decomposition， exchangeable base cations， litter， lysimeter 

日pn.].Soil Sci. Plant Nutr.， 79， 173-179，2008) 
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