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短報

厚い土層中における CO2濃度および地温の多深度問時測定

i賓田洋平氏1
・田中 正

1

i賓田洋平・田中 iE:厚い土層中における CO2濃度および地温の多深度向時測定 日林誌 90:415~419， 2008 土壌中
に高濃度で存在する CO2は水質形成や風化作用に寄与する因子の一つであるが，濃度測定のために土壌深層の空気を採取す

る簡易な手法が存在しなかった。そこで，複数の深度において土壌空気の採取と地温の測定を同時に行うことができる測器
を，市販の安価な部材を用いて製作した。本測器を最大で5mに達する厚い土!習をもっ源流域斜面に適用した結果，地獄は典

型的な季節変化を示したが， CO，濃度については夏季に地表面付近でどークに達し，秋から冬にかけてピーク深度が F方へ移

動する現象が観測された。本ì~U器を用いることで，土壌深層における特徴的な CO2 動態とそれが地下水の水質や基岩の風化
に及ぼす影響についての解明が進むことが期待される。

キーワード・厚い土層，貫入式多深度型採気ip'IJi.昆管，地j鼠，土壌 CO2

Y. Hamada and T. Tanaka: Sirnultaneous Measnrernent of the ProfUes of CO2 Concentration and Ternperatnre in 

Deeply Developed Soils， J， Jpn， For， Soc. 90: 415~419， 2008 High concentrations of CO
2 
in soil air affect subsurface 

water quality and weathering reactions; howev巴r，few simple methods have been proposed for the collection of soil air from deep 

soils. Therefore， we have developed a gas sampler that enabled soil air collection and soil temperature measurement at several 

depths using commercially and reasonably available materials.百lesampler was then used at a headwater hillslope that had a thick 

soillayer (a maximum depth of approximately 5 m). The soil temperature showed typical seasonal changes， whereas the CO? coル

centration in soil air reached仕lemaximum and formed a peak near the ground surface in summer. The depth of the peal王then

movl巴ddownward from autumn to winter. The sampler developed in this study can be used to clarify the characteristics of CO
2 

dynamics in deep soils and its effect on groundwater quality註ndbasal weathering. 

Key words: deep soillayer， penetrative soil gas/thermo profiler， soil CO2， soil temperature 
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I.はじめに

地中水の水質を決定する重要な因子の一つに，土壌中の

生物活動に伴って生産される CO2がある。地中水に溶解し

た CO2は溶液中で解離し，プロトン (H勺を生じて pHを

低下させるほか，鉱物の炭酸風化に寄与することでその水

質に影響を及ぼす。森林生態系における Ca・Mgなどの塩

基の 8割は風化起源という指摘もあり(生原， 1994)，土壌

中の高い CO2濃度に起悶するこれらの作用は，流域スケー

ルの生物地球化学における重要な過程の一つである。この

ような重要性のため，森林土壌中の CO2動態に関する研究

は数多く行われてきているが，溶存 CO2が水質形成や風化

作用に主要な役割を果たす場である，地下水面や基盤面に

近い深度における測定事例は，浜田ら (1996) などきわめ

て限られている。その理由のーっとして，土壌深層まで容

易に埋設可能な土壌空気採取管(採気管)が存在しないこ

とが考えられる。

1993)，作業効率や土壌撹乱の点で問題が多い。埋設孔の掘

削田数を減らす工夫としては， 1本のプロープに複数の測定

深度を備えた多深度型採気管(マルチ採気管)の利用が考

えられるが (Burtonand Beauchamp， 1994 ; Sotomayor and 

Rice， 1999 ; Yu and DeLaune， 2006)，これまでに開発された

マルチ採気管はいずれも土壌深層への埋設に適した構造に

はなっていない。

土壌深層の CO2濃度を制定した事例の多くは，大きめに

掘った埋設孔内に採気チューブを降ろした後，埋設孔を元

の土壌やベントナイトで埋め箆して構築した大掛かりなシ

ステムを使用しており (Reardonet αl.， 1979 ; Wood etαl. ， 

著者らはこのような状況を踏まえ，厚い土層の基盤面深

度付近まで簡便に埋設でき，生化学反応を律速する地温を

問時に測定可能なマルチ採気管を，市販の安価な部材を用

いて製作した。本稿では，この装置の構造と埋設の手順に

ついて詳述し，実際の山地斜面に適用した結果について報

告する。

11.方法

1.測器の概要

本研究で開発した貫入式多深度型採気測温管の概要を

国-1に示す。本測器は，土壌空気採取用チューブの関口部

(採気口)および熱電対の~~Ij温接点(測温点)を備えたセン

サ一部(図 1a)と，センサ一部間を譲続してチューブと熱

電対を保護する塩ビ管からなり(以下，単に採気~Mi昆管と

*速絡・別側諸求先 (Correspondingauthor)ちma江:hamada@suiri組 lkuba.ac.jp
1 筑波大学l護士或環境研究センター (305-8577つくば市天王台 1-1-1)
Terrestrial Environment Research Center， University ofTsukuba， 1-1-1 Tennodai， Tsukuba 305-8577 Japan. 

(2008年4月25日受付;2008年7月2B受理)
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図-1.貫入式多深度型採気測温管の概要およびセンサ一部 (a)，先端コーン (b)，打ち込みヘッド (c)の詳細

Schematic diagram of a penetrative soil gas/thermo profiler wi仕1detailed illustrations of (a) sensing part， (b) nose cone， 

and (c) hammering head of仕leinstrument 

記した場合はこの基本単位を指す)，深度に応じて必要な数

の採気測温管を)順次追加しながら埋設する。

測器の箆体となる塩ど管は車内タイプのもの (VP規格)

で，センサ一部の塩ピ管にはVP13(外径 18mm・内径

13mm)を，センサ一部簡を接続する塩ピ管には VP20(外

径26mm・内径20mm)を使用した。これは，センサ一部

の塩ピ管の外面と埋設孔の壁面との関に隙、開を設け，埋設

時における採気日の目詰まりや溺温点の破損を防ぐためで

ある。測定深度の間隔は VP20の長さによって調節可能で，

本研究では 50cm間隔で統ーした。 VP20とVP13の接続に

は片方が雄ネジになっている VP13用継手を使用し，継手の

ネジ山を薄く削って VP20にちょうど差し込めるように加

工した。塩ピ管内の空気が周囲の土壌空気と混合しないよ

う，接着剤を十分に塗布して各部材を接続した。

土壌空気採取用のポリエチレンチューブ(外径2mm.内

径 1mm;サンケイ理化および大起理化)は， VP13のほほ

中央に聞けた穴に通して採気口とし，チューブと穴の聞に

は接着剤を充填した。チューブと塩ピ管は完全には接着し

ないため，チューブの先端を突って扇平にすることで

チューブが穴から抜けるのを防止した。地温の測定には二

重被覆されたT型熱電対を使用した。熱電対・自体を介した

熱伝導の影響を低減するため，直径 0.32mmの細い素線を

使用した。測温接点はエポキシ樹脂系接着剤で、防水加工を

施し，採気口の反対側に固定して測温点とした。 VP13と測

温点の間には淳さ約 1mmの断熱材を挟み，両者が藍接接

触するのを紡いだ。

2. 謂査地の概要

調査地とした川上試験流域の概要と設定した測線の位

置，ならびに測器の配置を含めた斜面の断面図を圏-2に示

す。本流域は千曲川水系三沢川の源流域に相当し，流域の

標高は 1，500~1，680m，流域面積は 0.14km2である。流域

一帯は冷涼寡雨な内陸性の気候下にあり，年平均気温は

6.2 0 C，年降水量は 1，400~1，500 mmである(辻村， 1993)。

設定した測線は，北谷右岸側の南西向き斜面に位置する。

測線のうち，斜面基底部の急、崖より下側は飽和した河畔域

となっているため，本研究では急、産より上領uに六つの観測
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transect. 

地点を設定した。先行研究によれば，この斜面における土

層厚は斜面上部 (KH-1~2) では 2m 未満と浅いが，中部

(陪日~4) では 2~3m となり，下部(阻{-5~6) では 4~

5mに達する(石井， 1986;荻沼ら， 1988)。

3. 埋設の手順

埋設孔の掘削には，斜面調査用簡易貫入試験器(先端コー

ンの直径25mm・先端角 600 ;筑波丸東)を使用した。本

装置は， 111地斜面における土層厚や基盤面深度の測定に広

く利用されている。装置の詳縮ならびに測定結果の解釈に

ついては逢坂 (1996)，大賞 (1999)などを参照されたい。

本研究では調査斜面における先行研究(石井， 1986;荻沼

ら， 1988)にならい， Nc値が30を超えたところを基盤面

と見なし，その深度まで埋設孔を掘削した。

掘削後，埋設孔底部の深度に対応する採気測混管を選定

し，その下端に先端コーン(歯 1b)を接続し，上端には打

ち込みヘッド(図 1c)をはめ込んだ。センサ一部から伸び

るチューブおよび熱電対は，打ち込みヘッドのT字継手の

下方から側方へ通すことで打ち込み時の破断を防いだ。な

お， T字継手をそのまま使用すると採気測温管の上端に圧

着してしまうため，継手の下側の穴にはあらかじめ短い

VP20を圧着しておき，これを防止した。この状態にした採

気測温管を埋設孔に挿入した後，打ち込みヘッドをウレタ

ンハンマーで叩いて土中に打ち込んだ。ある程度打ち込ん

だらヘッドを取り外し，一つ上の深度に対応する採気測温

管を接続した。打ち込まれた 1本目から伸びるチューブお

よび熱電対を，追加する 2本自の内部に通し，さらに 2本

自の上端から出た両方のチューブおよび熱電対をまとめて

T字継手に通した後，ヘッドを叩いてさらに打ち込んだ。

この作業を，先端コーンが基盤面深度に達するか，それ以

上貫入しなくなるまで繰り返した。

埋設作業終了後，最上部の採気測温管の地上に突き出た

部分の長さから，各センサ一部の正確な深度を算出した。
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チューブの先端にはコネクター(サンケイ理化)を介して

三方活栓を取り付け，チューブを通した土壌中への大気の

混入を防いだ。熱電対の先端にはT型熱電対用ミニチュア

コネクター・オスを取り付けた。

調査斜面における埋設作業は 2002年7月下旬に行った。

作業の結果，回目では高い土庄のため先端コーンが基盤面

深度 (5.20m) まで到達できず，貫入深度は約 4mにとど

まったが，それ以外の地点ではほぼ基盤面まで貫入させる

ことができた。

4. 土壌中の CO2濃度および地温の測定

土壌中の CO2濃度および地温の測定は，埋設から約 2週

間後の 2002年8月上旬に開始し， 2003年5月上旬まで計8

回行った。 CO2濃度の測定は演回・田中 (1995)による手

法にしたがい，ガス検知管(ガステック)を用いて 100mL

の土壌空気を採気概温管のチューブを通して吸引し，含ま

れている CO2の濃度を現地で測定・記録した。測定値はj賓

田・田中 (1995)の補正式を用いて真僚に変換したほか，

試験流域の標高から現地の気圧を 840hPaとして気圧補正

を行った(演田・田中， 1997; Hamada and Tanal王a，2001)。

回目および阻刊の最下部(それぞれ深度 3.91mおよび

3.89m)では，おそらくは高い飽和度のために土壌空気が吸

引できず， CO2濃度の億は得られなかった。地温の測定に

はデジタル温度計τX10(横河メータ&インスツルメンツ)

を使用した。各深度の熱電対用コネクターを温度計に順次

接続し， 1~2 分安定させてから温度を記録した。

111. 結果および考察

1. 土壌中の CO2濃度の鉛直分布

観測された土壌中の CO2濃度プロファイルのうち，2002 

年8月および 11月， 2003年2月および5月に得られた結果

について図 3 に示す。土壌中の CO2 濃度は，夏季には 0.4~

0.9%と大気中の 10倍以上に達し，冬季も 0.1%を超える高

濃度を維持した。プロファイルの形状およびその季節変化

には地点ごとに違いがみられた。まず，土層の薄い斜面上

部においては， KH-1では深度 1mまで増加しそれ以深でほ

ぼ一定となり，世{-2では最下部まで増加し続けた。これに

対して，土層の厚い斜面中部に位置する阻日~4 では，表

層からある深度までは CO2濃度が増加するものの，それ以

深では逆に減少するプロファイルを示すものが多かった。

CO2濃度のピーク深度は，8 月は 1m 以浅， 11 月は 1~

1.5m，翌年2月は 2m以深と，夏季から冬季にかけて下方

へ移動した。この傾向は，さらに土層の厚い斜面下部の

悶日~6 にかけても向様に認められた。なお， 2003年5月

には表層の濃度が再び増加し いずれの地点においても深

度開の濃度差が小さくなった。

森林土壌中の CO2濃度については一般に，地表面からあ

る深度まで増加し，それ以深でほぼ一定になるプロファイ

ルが季節によらず観測されている。一方，回目~6 で観測

されたような，途中にi農度ピークをもっプロファイルにつ

いても，わずかではあるが観測事例がある (Reardonet al.， 
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1979; Wood et αl.， 1993)。両者の事例を比較すると，前者の

多くが深度 1m程度までを対象としているのに対し(たと

えば， Solomon and Cerling， 1987 ; Uchida et al.， 1997 ;島田

ら， 1998)，後者はいずれも厚さ 5m以上の土層を対象とし，

深度 1~3m で濃度ピークを観測している。このことから，

濃度ピークが観測される深度には一定の範聞があること，

観澱事例が少ない理由のーっとして，従来の研究の多くが

その深度より表層側の土壌のみを対象としていることが考

えられる。 KH-3~6 における CO2 濃度の測定深度は最下部
で 2.3~3.4m に達しており，これらの地点におけるプロファ

イルは妥当なものと考えられる。

なお，Kl壬5の深度1.41mおよび泊目の深度1.89mでは

2002年夏季~秋季にかけて，プロファイルの全般的な傾向

に対して低い CO2濃度が観測された。 2002年冬季以降はこ

の現象はみられず，また 2003年5月以降の測定も行ってい

ないため断定はできないが，これらの深度では採気口付近

の塩ピ管が埋設時の衝撃で損傷し，地上大気と連続してい

る管内の空気が土壌中に混入した可能性もある。本測器の

構造および設置の手法上一度埋設したisiJ器を回収し点

検・修理することはきわめて困難である。この影響を事前

に低減する工夫としては，埋設の際に採気測温管内にコー

キング剤を充填し，塩ビ管内の空気をセンサ一部ごとに遮

断することなどが考えられる。

今回示した結来は単一の測線における事例に過ぎず， CO2 

濃度プロファイルと土層厚や斜面位置との一般的な関係を

確立するためには，さまざまな土壌における観測事例を積

み重ねる必要がある。本研究で開発した測器を用いること

で，従来観測事例の少ない土壌深層の CO2濃度の測定が容

易になり，厚い土層におけるプロファイルの形成過程や

CO2動態の解明が進むことが期待される。

2. 地混の鉛直分布

土壌中の CO2濃度と同時に観測された地温のプロファイ

ルを図-4に示す。プロファイル形状とその季節変化は地点

閣でほぼ共通しており，深層ほど変化の位相が遅れ，振幅

が小さくなる結果を示した。このような傾向は地温の季節

変化や日周変化に典型的にみられるもので，採気測温管に

よる測定値はこの現象をよく捉えている。また， isiJ温点の
損傷を示唆するような異常値も記録されなかった。

本測器のように， 1本の箆体に複数のセンサーを取り付け

図-4 地点別の地温プロファイルの季節変化

Seasonal change of the pr・ofileof soil temperature at each 

site. 

て地温プロファイルを測定する場合，箆体の熱{云導率およ

び熱容量の影響を検討する必要がある。まず熱伝導率につ

いてみると，硬質塩ピの熱伝導率は 0.15~0.21W.m-1.K-1 

であり(日本熱物性学会，2000) ，このイ直は乾燥土壌の 0.1~

0.2W.m-1・K-1とほぼ同程度，ì宙開土壌の1.0~2.0W.m-l.

K-1より 1オーダー小さい値である(宮崎ら，2005)。した

がって，採気測温管の存在は深度開の熱伝導の促進には寄

与しない。

次に熱容量であるが，空気および有機物の寄与を無視で

きるとすると，土壌の体積比熱 Chは次式で求められる(中

野ら，1995)。

Ch = Cs.Pb+ Cw・ρw・θw

ここで，Csおよび Cwはそれぞれ国相および液相の比熱，Pb 

および、ρwは土壌の乾燥密度および土壌水の密度，Dwは体積

合水率である。 Gおよび Cwをそれぞれ0.85および4.18J.

g-1.K-1 (中野ら， 1995)，ρwを1.0g・cm…3とし，また調査

斜面における過去の調査結果に基づき， ρbおよび、pwの代表

的な値として表層には 0.5g.cm-3および0.40，深層には

l.1g・cm-3および0.55を与えると， Chは表層で 2.1，深層

で3.2J・cm-3・K-1となる。これに対して硬質塩ピの比熱は

1.05~1.22 J .g-l ・ K-\ その密度は1.36~1.54g・cm-3であり

(日本熱物性学会， 2000)，両者の積である体積比熱は約

1.6J・cm-3・K-1と土壌の値よりやや小さい程度となる。塩

ピ管内は空洞であり，実際に塩ビが占める体積は測器外崩

部のみであることを考恵すると，僅体の熱容量が地温に及

ぼす影響は十分小さいといえる。

本研究を進めるに当たり ，(独)森林総合研究所研究員の

飯田真一博士ならびに西ジャワ農業技術アセスメント研究

所所長のKasdiSubagyono博士には，調査地での野外作業

にご協力いただいたほか，本稿の執筆に当たって有意義な

助言を賜りました。筑波大学大学院生命環境科学研究科(当

時)の森美幸氏には，測器の埋設作業に協力していただきま

した。(財)北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境

研究所主任研究員の井関聖一郎博士には，先端コーンの製

作に必要な部材を提供していただきました。なお，本研究

は平成 14年度科研費・若手研究 (B)(課題番号 14740271)

による助成を受けた。



日林誌 90( 6 )2008 

引用文献

Burton， D.L. and Beauchamp， E.G. (1994) Profile nitrous oxide and 

carbon dioxide concentrations in a soil subject to freezing. Soil Sci. 
Soc.lun.].58: 115-122 

:elミ原喜久雄 (1994)渓it水の水質形成に及ぼすプロトン (Hづの影

響.水文・水資源学会誌 7・325-331.
浜田美鈴・大手信人・小僑i澄i台(1996)森林流域における土壌 CO2ガ

スj的支の鉛直分布. 日林誌 78: 376-383. 
積回洋平・田中 正 (1995)ガス検知器を用いた簡易な土壌空気中の

C02ill~度の測定法ハイドロロジー 25 : 123-130 
i賓郎洋平・田中 lE (1997)森林土主題空気中におけるこ費変化炭素濃度

の時空間分布. EI4王水文科学会誌 27:3-16 

Hamada， Y. and Tanaka， T. (2001) Dynamics of carbon dioxide in soil 
profiles based on long-term fie1d observation. Hydrol. Process. 15 
1829-1845 

石井秀樹(1986)ILI地斜前iの地形と土層の俄造・生成にI謁する研究.

筑波大学大学院環境科学研究科修士論文・ 55pp.
宮崎 毅・長谷川賠iJ-・粕i出辰IlH(2005)土機物理学. 138 pp，朝食

二&応，東京.

中野放詩・宮111奇 殺.~徒沢 昌・凶村 拓(1995)土壌物理環境測定

法. 236 pp，東京大学出版会，東京.

日本然物性学会編 (2000)熱物性ハンドブック訂正第 2)仮.615 pp， 

j室緊金，東京.

荻沼威如・田r:l" 正・島野安雄(1988)土腿構造と流域貯留設. (111 
地若手林流域における流出機構と物質循潔に関する研究.問中 正

編，昭和 61・62{fo皮文部省科学研究費補助金研究成果報告書今). 

47-85. 

419 

大賞溺浩(1999)土壊深度訪i査法. (森林立地調査法一森の環境をiJ!1j

る一.森林立地調査法編集委員会編， t専友社，東京). 16-19. 
逢坂興安(1996)斜面土層構造の滋IJA. (水文地形学 山地の水仮説t

と地形変化の相互作用 .恩閃裕一・奥西一夫・飯田智之・辻村

真貴編，市今書院，東京). 15-23. 

Reardon， E.J.， Allison， G.B.， and Fritz， P. (1979) Seasonal chemical and 
isotopic variations of soil CO， at Trout Creek， Ontario. ]. Hydrol 
43:355-371. 

島田博i主・戸田浩人・生原主主:久kjfi.小池孝良 (1998)異なる斜面位澄

の森林土壌中における CO2ガス濃度の季節変化.土肥誌 69: 

170-177. 

Solomon， D.K. and Cer1ing， T.E. (1987) The annual carbon dioxide 
cyc1e in a montane soil: Observation， modeling， and implications 
for weathering. Water Resour. Res. 23・2257…2265.

Sotωomayor巳"D. and R芯icωe，C
oxide concentratむionsin profi臼1巴sun【dertal1grass pr咽airieand cultiva-

tion.]. Environ. Qual. 28: 784-793. 
辻村IU{t(1993)厚い土胞からなる急i竣な森林斜面における土壌水の

挙動について.ハイドロロジ-23・3-18.

Uchida， M.， Nojiri， Y.， Saigusa， N.， and Oikawa， T. (1997) Ca1culation of 
CO， f1ux from for巴stsoil using 222Rn calibrated method. Agric. For. 

Meteor. 87: 301-311. 

Wood， B.D.， Kel1er， C.K.， and ]ohnstone， D.D. (1993) In situ measure戸

ment of microbial activity and controls on microbial CO2 produc-
tion in the unsaturated zone. Water Rεsour. Res. 29: 647-659. 

Yu， K.w. and DeLaune， R.D. (2006) A modified soil diffusion chamber 

for gas profile analysis. Soil Sci. Soc. lun. ]. 70・1237-1241.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

