
  
  北海道北部の天然林生態系における窒素循環プ口セスの特

性

  誌名 環境科学会誌 = Environmental science
ISSN 09150048
著者名 柴田,英昭

福澤,加里部
発行元 環境科学会
巻/号 23巻4号
掲載ページ p. 277-283
発行年月 2010年7月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



シンポジウム論文

環境科学会誌23(4) : 277-283 (2010) 

北海道北部の天然林生態系における

窒素循環ブ口セスの特性

柴田英昭 1・福j畢加里部

摘要

北海道北部の天然林生態系における皇室素循環について 北海道大学研究林における事例

研究から，その特徴や課題について論じた。北海道北部は大気汚染の影響が比較的小さく，

大気沈着で森林に供給された窒素のほとんどは森林生態系内部に保持されている O 土壌か

ら河川への窒素漆脱については，生物i舌性が{尽く，大量の融雪水が供給される敬三雪期に年

間の約 6割に相当する窒素が溶脱していた。 15Nをトレーサーとした室内培養実験の結果

から，土壌表層に生息する土壌微生物による速やかな皇室素有機化は，生態系の窒素保持メ

カニズムとしてとくに重要であった。一方，掻き起こし施業における撤去三や表土のi除去に

より，槌~による窒素吸収の停止，土壌微生物による硝化の促進，窒素有機化低下の結果

として，土壌から下層への石青酸態窒素のi倒見ポテンシャルが増加することが示された。し

かしながら，流域レベルでの樹木伐採に対しては，林床植生として残存したササが綿根

バイオマスを増やし，養分吸収することによって土壌から河川への硝酸態窒素の浴脱を

軽減する役割を果たしていた。また，北海道北部の森林地帯は地形が比較的緩やかで、あり，

河川近傍には河畔帯が広がりやすい特徴を有している。そのため，生態系の窒素循環プロ

セスの結果として生成される河川水質に対し河幹部での脱窓や養分吸収が大きく影響し

ていた。以上のことから，北海道北部の天然林生態系において，さまざまな環境変動に対

する窒素循環プロセスの変化や応答を理解するためには，多雪寒冷である気候特性をはじ

めとして，樹木やササ，土壌微生物による生物コントロール，流域内の土壌分布や河畔帝

での窒素保持を含めた地形7](文コントロールを食んだ評俄やモデルを発展させることが

重要である C
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1.はじめに

窓素は人聞を含む動物，椴物，微生物などすべて

の設物の生命活動に必要な必須養分である O 一方

で，過剰な窒素が環境~þ ~こ放出されると，水の寓栄

主主化や飲料水質の劣化，水間生物相への影響!など，

さまざまな環境問題を引き起こすことが懸念され

ている九人類は化石燃料，や化学肥料の利用増加の

結果，さまざまな経済活動，生産活動を発展させて

きたものの，その一方で地球全体を流れる窒素循環

量を加速させ，世界各地で窒素汚染に起因する環境

問題が顕在化している九

Shindoらおは日本全体の窒素フローについて，

1960年代から 90年代にかけての変化を解析し食

糧生産のための農業活動に伴って環境中への祭素

負荷が増加し河川の水質にも大きな影響を与える

ことを明らかにしている。日本の森林はおもに山岳

地帯に分布し飲料水や農業・工業用水の水源とし

て主主要である。また，人間活動によって噌大した大

気皇室素汚染の影響により皇室素沈着最の増加した関

東周辺の森林では，樹木や微生物の養分要求を上回

る過剰な皇室素が大気から供給されることで，土壌か

ら河JIIへの窒素溶脱が増加し河川水の硝酸態窒素

濃度が上昇ーすることが報告されている 4九日本を
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含むアジア地域には，今後も経済発展が見込まれて

いる地域が存在することから，それによる大気窒素

汚染の増大，大気汚染と気候変動との相互作用など

に対して，これらの地域での森林生態系の窒素循環

や河川水質がどのように応、答，変化するのかという

点に関心が高まっている。そのためには森林生態系

が有している生物地球化学的プロセスのメカニズ

ムや待空間パターンの理解に基づいた，森林生態系

の窒素動態についての研究を進める必要がある。

北海道北部の森林生態系は，日本においても大気

汚染が比較的少ない地域にあることから，本来の生

態系プロセスを明らかにするために有利な研究地

域であるヘ生態系がもともと有している窒素循環

の特性や水質形成のメカニズムを明らかにするこ

とにより，環境変化に対する将来予測モデルの精度

を上げることや，それに基づく環境保全策を講じる

ことが可能になるであろう。そこで本稿では，北海

道北部の天然林生態系を対象として行われてきた

事例研究に基づき，生態系内の愛素循環や収支，河

川水質の形成について，土壌微生物や植生の役割，

地形や水文過程の影響などを中心に，そこでの窒素

動態の特徴について論じる。

2.森林生態系における窒素循環・収支

北海道北部地域は日本の中で比較的自然皮が高

く，大気汚染の影響が少ないという特徴を有してい

る。植生は冷温帯針広j見交林で， トドマツ，アカエ

ゾマツ，エゾマツなどの常緑針葉樹林と， ミズナラ，

ダケカンパ，イタヤカエデ，ナナカマドなどの落葉

広葉樹林が混在している。また，林床にはチシマザ

サやクマイザサが密生しており， しばしば樹木の天

然更新の妨げとなっている九気候が多雪寒冷であ

ることから堆稜腐植などの土壌有機物は比較的登

富である。また，本州以南と比べて緩やかな地形が

多く，河川近傍には湿潤な河田中帯を形成することが

多い。

表 lに北海道北部の天然林生態系における

循環フラックスを示す8，9)。この森林は第三紀安山

岩を母材とする酸性褐色森林土に立地する針広混

交林である(北海道大学雨龍研究林416林班)。ま

た，年間降水量は約 1，400mm程度であり，その約

半分は降雪によって供給される。機生の根系が存

在する土壌層(約 70cm)からの窒素溶脱フラック

スは大気沈若よりも小さく，釜素が生態系内部に

正味保持されていることを示している(表 1)。ま

た，土壌からの窒素溶脱の約 6認は融雪期間に生じ

ていた。これは厳冬期から融雪期には植生や微生物

による窒素吸収が少なく，融雪の短期間には大量の

融雪水が土壌層を浸透することによるものであろ

う。 Burnsand KendalllO)などによると，融雪期間

にi容脱される窒素の多くは，積雪に含まれる大気窒

素沈着の直接流出よりも，土壌内での窒素循環を

経由したものが多いことが知られている。したがっ

て，融雪期における愛素溶脱フラックスの変動や生

成メカニズムを明らかにするためには，秋季から厳

冬期にかけての低温環境下での土壌内の窒素動態

を調べることも今後の課題であろう l九

3院窒素循環における生物コントロール

一般に，温帯林の多くは室長素が養分律速となって

いることが知られており 12) 森林生態系内で植生と

微生物は窒素をめぐって養分の獲得競争を繰り広

げている。笑際に表 1で示した森林生態系での正味

窒素保持のメカニズムや成悶には，土壌微生物や森

林嫡生の窒素吸収や利用が深く関わっていると考

えられる。そこで，ここでは森林生態系の蒙素循環

や水質形成における，土壌微生物や植生の役割jやメ

カニズム，変化パターンとその妥図に関して述べる。

表 1 北海道北部の針広混交林生態系における護索循環フラックス (gNm-2 y-1). 1998 ~ 1999年

の平均値 (Ozawaet al. 2001 a ;小漂 2004より)• 

大気沈着j)

林内雨(~)

リターフォール

樹木への議筏

土芸員からの溶税 OOcm深)

無雪;羽

(6 ~ 11月)

0.36 

0.41 

0.11 

土壌からの溶脱 (70cm深 0.07

1)森林外においてバルク沈着(湿性十乾性)として観測した値

積雪・激雪期

02~5 月)

0.33 

0.39 

0.20 

0.12 

年間

0.69 

0.81 

3.56 

1.51 

0.31 

0.19 



北海道北部の天然林生態系における窒素循環 279 

3.1. 土壌微生物による襲素代謝

森林土壌の表層には土壌微生物が多数生怠して

おり， リタ一分解や炭素・皇室素無機化などのプロセ

スを通じて森林生態系の物質循環，とくに分解系を

駆動する重要な役割を果たしている。土壌表層に含

まれる皇室素形態としては，務葉・落校や枯死根，土

壌腐植，微生物など，有機物に含まれる形で存在す

る有機態窒素としての存在量が大きい。一般に，植

物や微生物は有機態窒素のままでは窒素栄養とし

て吸収利用できず，有機態霊長素がアンモニウム態窒

素や硝酸態皇室素に変化することで多くの生物に利

用可能となる。土壌に生息するさまぎまな土壌微生

物が窒素の無機化や硝化に関わっており，その反応

速度は温度や水分，有機物の質や窒素肥沃度などに

よって変化すると言われている。護素制限下での森

林生態系では，これらの無機態窒素を土壌微生物と

様生が速やかに養分吸収することで，生態系金体の

窒素保持能力を生み出している。北海道北部の天然

性針広混交林流域(北海道大学中川研究林錦関JII流
域)における表層こと壊の総窒素代謝速度を表2に示

す13)。これは表層土壌の室内培養実験において窒素

安定向f立体であるおNを用い，それをトレーサーと

して総(グロス)窒素代謝速度を求めたものである。

落葉層ではアンモニウム生成，鶴酸生成をよ回る

ほどの速度で微生物への窒素有機化が生じている

ことが示されている。また，間流域内において 50

kgN ha-1の施肥実験を行ったところ，その約 90%

が流域内に保持され，河川へ溶脱した皇室素はごくわ

ずかであったことが明らかとなっている 13)。

通常の三塁素培養実験や土壌溶液などに検出され

る無機態窒素濃度は，総生成速度と総有機化速度の

結果として生じた無機態窒素の正味生成を反映し

ている。表2の結果は，土壌微生物による窒素循環

の回転速度が非常に速く，特に落葉!替では正味窒素

生成が検出できないほどの速度で無機化と有機化

を繰り返していることを示している。また，土壌内

で溶脱しやすい硝酸態、窒素の生成速度については，

溶葉層，鉱質土壌ともに尾根部よりも斜面下部で高

く(表 2)，正味の硝酸生成は斜面下部の鉱質土壌

でのみ認められた。それは斜箇下部で、は土壌水分が

豊富であることや，それに起因するリターの質(炭

素・窒素比など)の違いが影響しているものと考え

られる。実際のフィールド環境下では，生成された

アンモニウム態窒素や硝酸態窒棄が土壌微生物に

よる有機化のみならず，植生の窒素吸収によっても

速やかに利用されるものと考えられる 14)。また，こ

こでは測定していないが，土壌水分が卓越する地点

においては脱皇室による硝酸態窒素の大気への放出

についても考慮にいれることが重要であろう。

このように，土壌微生物による袋素無機化・有機

化速度の回転は非常に速く，皇室素無機化による植物

への窒素養分供給や，皇室素有機化による土壌内の窒

素保持という観点からも土壌微生物の役割は重要

である。しかしながら，気候変動や人間活動などさ

まざまな外部インパクトにより，これらの土壊微生

物による窒素代謝プロセスや速度が変化する恐れ

がある。その一例として，北海道北部における林業

活動に起因する窒素循環変化の研究を紹介する。こ

の地域の森林では林床に下層植生としてササが密

生していることで地表まで日射が到達しにくいこ

とや，落葉!脅内に病原菌が存在する等の理由で，樹

木の天然更新や槌栽木の活若，成長が制限されるこ

とが知られている O そこで¥これらの地域では数

10年前からブルドーザーなどの重機を用いて，サ

サを表土ごと除去すること(掻き起こし施業)によ

り天然更新補助や造林地の整備を進めてきており，

材木の生産という観点では一定の成果を挙げてき

た15.16)。しかしながら，掻き起こし施業によって地

表2 北海道北部の針広混交林における表層土壌の総葉素代謝速度 (mgNkg-1 d-1). 蒙内培養 (25
0

C，

24時間)における 15N トレーサー実験 (Shibataet al目 2005). それぞれの健はグロス(総)

速度であり，通常の培養実験等で求められる正妹速度とは異なる

落葉層 (ue/ua層) 鉱質土壌 (O-lOcm)

尾根部 斜間下音1¥ 尾根部 斜面下部

総アンモニウム生成 148 136 4.7 16 

総アンモニウム有機化 149 139 6.8 16 

総E自費主主主成 (硝化) 3.1 4.6 0.2 4.3 

総硝自主有機化 4.6 6.0 0.1 0.0 



280 柴 E日・福浮

表への直射日光増加に伴う地温上昇，植生除去によ

る窒素養分吸収の停止，さらには表土除去による土

壌有機物の減少(=窒素有機化に必要なエネルギー

源の低下)が生じることで¥土壌表層での総酸生成

速度が著しく高まることが示されている7，17)。その

結果，土壌溶液に含まれる硝酸態窒素濃度が高まり，

土壌から水劉への窒素溶脱リスクが増大することと

なった。木材生産や森林再生のための掻き起こし施

業の有効'生は活かしつつ，環境への窒素負荷を増加

させないような施業技術や体制を検討していくこと

が必要である。

3.2. 権生による窒素保持と滞)11水質保全

森林生態系内における窒素循環は，上に述べた土

壌微生物による窒素代謝とならんで，植生による窒

素吸収，何化，蓄積， リターフォールも主要な構成

要素である O また，樹種の違いによって乾性沈積の

補足効率や養分吸収速度18) リタ一分解速度19) な

どが異なることが報告されている。 1ρvettら20)は

米国北東部の森林生態系において樹種によるリター

の炭素/窒素比の違いが，生態系からの窒素i容脱の

遠いを引き起こしていると述べている O

北海道北部の天然林生態系では林床槌生にササが

密生していることが特徴である。これまでササの分

類や分布，形態に関する研究については報告がある

ものの，物質循環に果たすササの役割については卜

分に理解されていない。 Fukuzawaら21)は北海道北

部のミズナラ，クマイザサを優占とする天然林生態

系(北海道大学天塩研究林)において，樹木とササ

の籾根分布や動態を調べたところ，深さ 60cmま

での土壌に含まれる直径 2mm以下の細根バイオマ

スは 774gDWm-2で、あり，そのうち約 7096がササ

であることを明らかにしている。地上部のバイオマ

スは樹木が圧倒的に大きいのにも関わらず，養分吸

収の担い手である細根バイオマスはササが優先して

いることから，生態系の窒素吸収や循環においても

ササが重要な役割を果たしていることが示唆される。

このことは，ササが存寂する森林生態系において

森林伐採などの人為撹乱が生じた際の窒素循環変化

を理解する上で特徴的であったo Fukuzawaらm は

森林伐採によって樹木の養分吸収が停止した場合に

おいても，林床に残存したササが窒素を吸収するこ

とにより，伐採後における土壌から河川への窒素溶

脱が軽減されることを明らかにした。樹木が伐採さ

れることによって樹木の細根バイオマスが減少する

のに対して，ササの細根バイオマスが増えることに

よって，生態系金体の綿根バイオマス量が維持され

たのである(表 3)。ササは長寿命の多年生横物で

あることや， リターの性質も樹木とは異なることか

らおこれらの生態系における釜素循環の詳細を理

解するためには，ササと樹木の相互作用を考慮、に入

れた解析が必姿である。

4.水質形成における地形・水文コントロール

槌生一微生物一土壌系における窒素循環の結果と

して，その一部は河川へと流出する。したがって，

河川水に含まれる皇室素濃度や最は流域生態系金体の

窒素循環を反映して形成されている。地中での皇室素

移動は水を媒介としていることから，流域の地形特

性やそれに関連する水文プロセスは，河川水質形成

のメカニズムやパターンを理解するうえでの重要な

ブアクターである。北海道北部の森林生態系は比較

的緩やかな傾斜から成っていることから，河川流路

近傍には平坦で湿潤な河畔子育が広がることが多い。

河畔部のj湿潤環境は，脱皇室などの微生物反応により

ゴニ壊水や地下水の硝酸態窒素が低下するなど，河川

水に含まれる窒素濃度を決定する上での重要な地域

である。また，流域傾斜の違いによって斜面で、の水

移動経路が呉なることから，それによって流域末端

での河川水に含まれる硝酸態家素濃度が異なること

が知られている O 斜面が念、な流域に比べて，緩傾斜

でi可間半帝が広がりやすい流域では河川の硝酸態安素

濃度が低くなる傾向が認められているお)。生態系内

表 3 ti鼓木とササの伐採に伴う土壌表層 (0~ 15cm深)の細根バイオマス変化 (gDWm-2; Fukuzawa et 

al目 2006より).バイオマス調査はすべて 2004年 10月に実施した.樹木伐採は 2003年 1~ 3月

に，ササ伐採は 2003年 10Flに行った. ( )内は標準備差.

中良の種類 絞の夜径 対照医 樹木伐採・ササ残存 樹木伐採・ササ伐係

樹木 < O.5mm ll3 (32) 15 (7) 20 (20) 

0.5-5.0mm 149 (82) 11 (15) 20 (26) 

ササ < 0.5mm 121 (44) 305 (94) 140 (44) 

0.5-5.0mm 125 (105) 143 (84) 52 (41) 

ぷ口込玉ロ三1 527 (104) 474 (160) 232 (88) 
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郊の窓素循環プロセスと地中の水文プロセスの双

方を考慮に入れたシミュレーションモデルの開発

も進んでおりお， 26) 下層植生(ササ)の要素を含め

たモデルのさらなる発展が望まれる。

5.おわりに

日本における森林生態系の窒素循環は， 1960年

代に行われた白際生物学事業計薗(IBP)以来の研

究の蓄積があるものの，本稿で述べたように地域的

な特性や，普遍化・一般化に向けては依然として十

分な理解は得られていない。人類が夜箇するさまざ

まな環境開題に対して，物質循環の視点から適切な

科学的助言を発信するためにも，グローパルな視点

を持ちつつ，地域の特'1全を考慮に入れて大気圏，生

物園，地問をめぐる窒素循環の変化と，その要因に

ついての科学的理解をさらに進めなくてはならな

い。 生態系の生物地球化学過程を構成する各プロセ

スの詳細研究が，個別の学問領域・分野で分化しな

がら発展しその統合化・総合化が十分ではないこ

とも課題である。生物地球化学に隠する分野間での

研究者の交流や連携，意見交換を推し進め， 日本を

はじめとするアジア太平洋地域における生物地球

化学研究がさらに進化，発援することが必要で、あろ

つ。
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北海ill北部の天然林生態系における窒素循環

Characteristics of Nitrogen Cycling in Natural Forest Ecosystem 

of Northern Hokkaido， Japan. 

Hideaki SHIBATA and Karibu FUKUZAWA 
(Field Science Center for Northern Biosphere， Hok王{k王a必idoUni討ve倒r討匂Wy 

250 Tokuda， Nayoro Hokkaido 096-0071， ]apan) 

Abstract 

Characteristics and research questions in nitrogen cyc1ing in natural forest 

ecosystems of northern Hokkaido were discussed based on the case studies in Hokkaido 

University's experimental forests. Most atmospheric nitrogen deposition was net retained 

in forest ecosystem and the nitrate leaching from soil was most1y occurred during the 

snowmelt period. The rapid microbial immobilization of nitrogen in surface soil was 

important proc巴ssesfor the nitrogen retention. However， the removal of soil surface 

and vegetation for the forest practices caused the increase of nitrate leaching potential 

due to the decreases of the nutrient uptake and the microbial nitrogen immobilization. 

On the other hands， the increase of fine root biomass and the nitrogen uptake by dense 

understory vegetation， Sasa dwarf bamboo prevented the nitrate leaching to stream 

against the c1ear-cutting of trees in the basin.百leriparian processes (denitrification and 

biological nitrogen uptake) were important for the stream chemistry in the basin with 

gent1e topography in northern Hokkaido. These results address that development of the 

process model inc1uding the biological and hydro-topographical controls under the cold 

and snowy c1imate would be important for the further understandings of the ecosystem 

responses against the various environmental changes. 

Key Words: Nutrient cyc1ing， biogeochemistry， soil microbe， Sasa dwarfbamboo， nitrate 
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