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特 集 一わが国における生態系サーどスー
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はじめに

地球温暖化は，温室効果ガスの大気中濃度の上昇が主たる

原因であるとされ，その削減が重要な諜題となっている。

業分野においても温室効果ガスの削減が求められている。農

業は，その生産・流通過程における化石燃料の消費に加え，

農地土壌や家畜排池物，家畜の消化管内発酵からもi温室効果

ガスを排出している一方，適切な管理の下では農地土壌の炭

素貯留量が増加し実質的に吸収源としての機能を果たすこ

とができる(農林水産省 2008)。

車地の場合，採草や放牧によって牧草地上部は収穫・利用

されるものの，永年草地で、は，一度更新されると数年間は耕

起せずに利用されることから，土壌中に多くの炭素が蓄えら

れていると考えられる。諸外国における箪池土壌の炭素隔離

に関する研究では，地域や条件によってその量は大きく異な

るが，適正に管理された草地は炭素の吸収源であるという見

方が強い (Conantら2001; Jones . Donnely 2004 ; Mannetje 

2007)。本稿では，日本国内における草地の炭素貯留量および

炭素収支に関する研究事例を紹介し，わが国の草地の炭素隅

離機能について考察する。

1. B本の草地の土壌炭素貯留量

陸上生態系において，土壌は最も重要な炭素貯留庫であり

(伊藤 2002)，わが国の森林土壌中の炭素貯留量は樹木中の

4-5倍にも及ぶ (Morisadaら2004)。わが国の草地における

土壌中の炭素貯留震については，北海道から沖縄にいたる 14

ヶ所の牧場における車地 24地点で土壌の炭素貯留量が測定

された (Nakagamiら2009)。深さ 25cmまでの炭素貯留量

は，測定された草地全体では1.8…16.8kg/m2の範囲(中央値:

10.1 kg/mりであったが，土壌分類および同じ土壌分類の中

* nakagami@affrc.go.jp 

でも調査地によって炭素貯留最は大きく奥なった(図 1)。特

に黒ボク土の草地は他の土壌の草地より炭素貯留量が多く，

ほとんどの場所で 10kg/m2以上の炭素を蓄えていた。これ

には，黒ボク土の草地では概して土壌中の深い層まで土壌の

炭素含有率が高いことが関係しており，表層土壌 (0-5cm)

の炭素含有率が 20%を超える草地もあった。一方，黒ボク

以外の草地では，炭素貯留景が 10kg/m2以下の場所が多

かっ fこ。

現在，農耕地土壌に関する既存データを基に，わが国の草

地の土壌炭素賦存最の全国マップ作成および総賦存量の算出

が行われている(松浦ら 2010)。しかし，箪地土壌中の炭素貯

留量が土壌分類や場所によって大きく異なることから，国内

の草地の炭素賦存量をより高精度に推定するためには，詳細

な土壌分類に基づく，より多くの土壌断面データを集積する

必要がある。

2. 森林土壌との比較

上記の草地土壌の炭素貯留量について，量的な評価を目的

に，炭素吸収源として既に認められている森林土壌との比較

が行われた (Nakagamiら2009)。上記の全国の調査地点、の

うち， 14地点の草地が林地と隣接しており，両者を直接比較

することができた。深さ 25cmまでの炭素貯留量は，およそ

半数の草地で林地より多かったが(図 2a)，これらの覇地で

は，家畜や作業機械の踏圧に起因して容積震が高いことが大

きく影響していた。しかし，炭素貯習量を土壌重量あたりで

比較した場合でも， 3地点の草地で林地を上回っており(国 2

b)，かっ，土壌分類や草地の利用法(採主主・放牧)に関わら

ず，草地と林地の関に有意な差も認められなかった。以上の

ことから，草地土壌は森林土壌に匹敵する量の炭素を蓄えて

いると考えられた。
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斜面位置の違いが炭素貯留量1(kg/m2) に及ぼす

影響(中神 2005より).

表1.
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(Nakagamiら2009より作図).

深さ 25cmまでの値.籍の中央の線は中央値，

上下の辺はそれぞれ 75，25%四分佼点，ひ

げのよ下端はそれぞれ最大・最小値号告示す.
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造成後年数が異なる草地の土壌炭素貯留量の比較

(c同申ら 2004より一部改変).

深さ 50cmまでの値.矢印は同一の草地の変化を

表す.

{反定すると，原植生のレベルまで炭素貯留量が回復するため

には，草地の利用に伴って炭素が土壌中に蓄積される必要が

ある。 Takahashiら (2007)は，黒ボク土の放牧草地におけ

る造成後の土壌炭素貯留量の変化について， RothCモデル

を使ってシミュレートしている。その結果，蓄積の有無や回

復までの年数は，土壌に加わる有機物量と造成前の炭素貯留

量に依存するものの，造成前の深さ 25cmまでの炭素貯留量

を 133t/ha，枯死部や家畜の排泌物として毎年土壌に加わる

炭素量を 3.8t/ha/yrと仮定した場合，土壌炭素貯留量は造

成後 20年間で 3.5t/ha消失するが，その後は増加に転じ，造

成前と同レベルまで毘復することが示された。このことか

ら，草地土壌が林地土壌と同程度の量の炭素を蓄えていたこ

とは，草地が毎年十分な量の炭素を吸収・蓄積していること

を示唆していると考えられる。
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(1) 草地の経年化に伴う土壌炭素貯留量の変化

草地土壌の炭素隔離機能は炭素貯留量を年次聞で比較する

ことで評価されうるが，その経年的な変化量は小さく (Jones'

Donnelly 2004)，さらに草地内での空間的な不均一性が大き

いために(伊藤 2002)，年次比較による炭素隔離機能の評価

は難しい。例えば，炭素貯留量の 22年間の経年的な相違より

も，閉じ測定時における草地内の斜面位置による差の方がは

るかに大きい(表中神 2005)。関 3は問一牧場内の不耕起

造成した 3ヶ所の放牧地の土壌について， 1980年と 2002年

に測定した炭素貯留量を造成後の年数に沿って図示したもの

草地の炭素隈離機能の評価3. 
褐色

砂丘

主主地と隣接林地の土壌炭素貯留重の比絞.

a:深さ 25cmまでの比較， b:土壌重量(各草地の

深さ 25cmまでの震最)あたりの比較 (Nakagamiら

2009より一部改変). 

黒ボク土放牧地(・)， 黒ボク土採草地 (0)，

森林土放牧地(.A)，褐色森林土採草地(ム)，

未熟土放牧地(醤)，騎赤色土採草地(<))

図 2.

土壌中に蓄えられている炭素量が車地と林地で間程度で

あったことには，草地が造成後数年間は耕起されずに利用さ

れることが大きく影響している。毎年耕起が行われる農耕地

では，有機物の分解が促進されるため，土壌中の炭素貯留量

が森林と比較して低く (Morisada2004)，土壌の炭素含存率

は牧草地と比較しでも低い(中井 2006)。

また，造成時に土壌中の炭素貯留量が一時的に減少すると



算したところ， 牧草収穫によって 230-540gC/m2/yrが搬出

されるため，化学肥料区と無処理区では年間炭素収支がマイ

ナスとなったが，堆肥区では堆杷による 580-600gC/m2/yr 

の投入によって収穫分が相殺され，年間収支が 0-30gC/m2
/

yrのプラスとなった (Shimizuら2009)。採草地の炭素収支

は北海道から九州の 4地点において微気象学的手法(大気と

植物の聞のニ富変化炭素の交換震を直接測定)によっても測定

されており，ここでも炭素隔離における堆肥施用の効果が確

認されている(日本草地資産種子協会 2007)。

一方，放牧地の炭素収支は，岐阜県高山のシパ草地で試算

されている (Dhitalら2009)0747-770gC/m2/yrの純一次生

産のうち， 650-669 gC/m2/yrが従属栄養生物の呼吸として

排出され， 102…122gC/m2/yrが家畜に採食される。しかし，

27-28 gC/m2/yrが排糞として還元されるため，炭素収支は

1.7-22.3 gC/m2/yrとなり，わずかだが炭素が吸収されてい

ることが示された。楠田ら(1988)は，コンパートメントモ

デルによって放牧草地の土壌を中心とした炭素動態を解析

し，耕起造成後 8年開放牧利用された草地では，土壌に対し

有機物として 595gDM/m2/yr，炭素換算で 274gC/m2/yr 

(Shiyomiら1992)の蓄積が起こるという結果を得ている。

また， Shiyomiら(1992，2000) も同様の放牧条件の草地土

壌には炭素が毎年蓄積されることをシミュレーションによっ

て示している。

このように，草地生態系の炭素収支は植生や利用法(採草・

放牧)の違い，有機質肥料投入の有無といった管理方法に

よって異なり，さらに同じ利用・管理であっても地域や年次

によってその影響は呉なるであろう。しかし，放牧や堆肥の

施用は，概して炭素隔離に対して効果的であると考えられる。
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提素含有率(%)

(蓄!i1事研御代田)

20 

草地の経年化に伴う土壌断面における炭素含有率

の変化 (Nakagamiら2009より作図).
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15 10 

。，，

5 o 

(浅間牧場)

15 

(早坂牧場)

20 10 5 
20 
o 

o 

5 

10 

15 

図 4.

168 

(
E
O
)
 
相
…
隣

G
弾
刊

め

これまでの研究成果から，日本の草地は，土壌中に森林土

壌と同程度の量の炭素を蓄えており，適切な管理によって，

森林と同様に炭素吸収源として評価できると考えられる。し

かし，日本の草地における炭素踊離に関する研究は非常に少

なく，いずれの研究もデータの不確定性が大きいため，わが

閣の草地の炭素隔離機能に関して定量的な評価を与えるため

には，より多くの知見の集積が必要であろう。さらに，、温暖

化等の気候変動や大気中の二酸化炭素濃度の上昇が，草地の

炭素隔離機能に及ぼす影響，炭素隔離機能を向上させる草地

管理法など，未解明の課題も多く，当該研究分野の発展に貢

献したい。
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であるが，経年化に伴う明らかな傾向は認められない(中神

ら2004)。

しかし， Nakagamiら (2009) は耕起造成後 5-10年目の

1971-75年(農林水産技術会議事務局 1978a，1978b) と，約

30年経過した 2003-04年の放牧地の土壌断面における炭素

含有率を比較し，草地土壌に炭素が蓄積している可能性を示

した。両年のデータは草地内での調査位置および分析法が異

なるために，定量的な解析はできないが，前者は耕起造成に

よる土壌撹乱の影響で深さ 20cmまでの層間で炭素含有率

の差が小さいのに対し，後者は土壌炭素濃度が表層部で顕著

に高く，深さに伴って低下する傾向がある(図 4)。これは，

長年にわたる放牧利用の間に車地土壌の表層部を中心に炭素

が蓄積した結果であると考えられた。 Shimoda. Takahashi 

(2009) の報告では， 17年間の頻繁な刈り取りによってスス

キ型からシパ型に移行した草地は，野焼きによってススキ型

を維持した草地に比較して，土壌表層部における根量の増加

と，それに伴う炭素貯留量の増加が確認されている。

(2) 草地生態系における炭素収支

草地を含んだ睦上生態系における炭素隔離機能の有無や速

度は，炭素の吸収量と排出量のバランスによって決まるた

め，生態系における炭素収支を調べることで炭素踊離機能を

定量的に評価できる。草地では，吸収量として光合成による

純一次生産，家畜の排滞および堆杷等の投入を，排出量とし

て従属栄養生物の呼吸，家畜の採食および収穫物の搬出を考

慮することで炭素収支を求めることができる。

長野県菅平のススキ草地では，光合成による吸収量は多い

ものの， 収穫によって約 460gC/m2/yrの炭素が系外に持ち

出される結果，年間の炭素収支は-56から -100gC/m2/yr 

であった (Yazakiら2004)。北海道日高地方の採草地では，

化学肥料区，堆杷jR，無処理区を設けて年間の炭素収支を試
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