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はじめに

かつて，国内における木材生産は人間活動に必要な紙や繊維，燃料を供給す

るものとして重要で、あると位農づけられてきたが，木材の輸入自由化，低価格

輸入材の増加，人件費・輸送費などの林業コストの高騰，山村地域の過疎化な

どの影響を受け，多くの地域で林業活動は低迷している。一方で，地球規模で

の温暖化，大気 C02濃度上昇を抑制する手段として，森林整備，植林を進め

ることで森林生態系への炭素面定能力に期待が集まっている。また，森林がも

たらす「自然の恵みjとしての「生態系サービスJという概念が提案されてい

る1)。そこでは，木材・綴i維などの供給サーピス，気候調整・水質保全などの
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雨龍

天塩

O 

中

医 1 北海道北部に位置する北海道大学の天塩，中

)11.雨龍研究林および北管理部の佼澄図(北
海道大学北方生物図フィールド科学センター

森林間ステーション)

調節サービスのほか，景観創出や 1)クリエーションといった文化サービスが定

され，それらを維持するための生物多様性保全の重要性が指摘されている O

このような流れのなかで，森林生態系を手付かずの自然空間として保全しよ

うという意見や，一方で、は森林を積極的に利用することで森林の炭素国定機能

やバイオマスエネルギーなど，森林の新たな価値を活用しようという意見が存

在する O 向時に，かつての人為按乱によって失われた森林を再生するために，

植林や天然更新裕助を初めとしてさまざまな取り組みや努力が続けられてい

るO

しかしながら，森林伐採をはじめとする林業活動が流域システムにおける生

態系の機能や構造，生態系サービスに及ぼす影響に関する知見は必ずしも十分

ではない2)。とりわけ，土壌から渓流にかけての物質循環や水質形成のプロセ

スについては水丈過程を含むさまざまな要素が複雑に関係しあっているために

一般的な理解は難しく，事例研究の積み上げや統合的理解は依然として不足し

ている。そこで¥本稿では，北海道北部の北海道大学研究林(関 1) において

最近実施されてきた個別の事例研究群に基づき，森林伐採・施業なと守の人為撹

乱によって流域生態系の機能や構造がどのように影響を受けているのかという

点について，その影響パターンや関与している要因を中心に述べる O
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II. 北海道北部における流域生態系の構造や機能の特徴

北海道北部というと人口も少なく，都市部から離れているため， 日本の中で

も豊かな自然、が残されている地域と見られがちであるが，実際は明治以降の開

拓によって森林の多くは伐採され稀ではあるが強力な台風によって大規模に

壊滅的な森林被害を受けているなど 過去の人的・自然的撹乱を強く受けてき

た地域である。しかも，多雪寒冷という気候条件などにより撹乱後の森林田援

は十分ではない。本州、!と比べて台風による森林被害は頻繁ではないが，稀に生

じる大型台風により地域的な嵐倒被害が生じている。 1954年の洞爺丸台風や，

2004年 9月の台風18号は，北海道北部の森林地帯にも大きな被筈をもたらした

ことが記銭されている。例えば， Yoshida and Noguchi3lは北海道北部に位置

する北海道大学雨龍研究林に所蔵されている過去の森林調査資料を解析し洞

爺丸台風による被害では根返りが多数生じたことや，風倒被害に対する脆弱性

や抵抗性は楊種によって大きく異なることなどを明らかにしている O

この地域における天然植生は冷温帯汎針広混交林に分類されている O 構成す

る樹木はアカエゾマツ，エゾマツ， トドマツなどの常緑針葉樹にミズナラ，

イタヤカエデ，ダケカンパ，ナナカマド，ホオノキなどの落葉広葉樹が混じっ

ている O また，林床にはクマイザサやチシマザサといったササが密生している

ことが特鍛であり，さまざまな形で本地域における森林生態系の構造や機能に

影響している。抑えば，天然性の樹木が自然に更新するためには林床面で種子

が発芽する必要があるが，ササが林床を覆っている場合は十分な光が地表に届

かないために発芽することができない。そのことにより，台風などの自然撹乱

や，森林伐採などの人為撹乱に対する本地域の森林が持つ自然路復力はきわめ

て脆弱である。そのような生態系では ササに議いかぶさるように倒れた親木

の幹上面が新しい樹木の吏新場所として重要であることが知られており ，r倒
木更新jと呼ばれている4)。倒木吏新は北海道北部の天然林生態系の維持・再

生に重要であるが，過度の森林伐採と木材利用は林床への倒木の供給を減ら

し，森林の持続的自然回復力を低下させることが懸念されている5)。

また，人工造林地を作成する場合には，ブルドーザーなどの重機を使ってサ

サを根系と表土ごと除去することで，植栽する高木へのササの影響を最小眼に

しようとする施業法が確立されている。この施業方法は「掻き起こしjや「地

水平Ij科学 No.317 2011 



柴証I j也 北海滋北部における森林管壊や伐採が流級生態系の構造や機能に及ぼす彩毅 33 

掻きJ施業と呼ばれており，植栽後のササ繁茂を低減するばかりではなく，落

葉層を徐去することで林床面に広く存在する刊音色雪腐れ病薗」の影響を少な

くする効果もあるといわれている。このような掻き起こし施業は，人工造林地

における植栽前の地表処理のみならず ササ無立木地に施行することで天然吏

新を補助するためにも行われている6)。しかしながら，掻き起こし施業によっ

て成立した森林はダケカンパやシラカンパを優先とした二次林であることが多

く，本来の針広混交林へと誘導するためには施業方法や強度など，さらなる工

夫や技術開発が必要であろう O

多雪寒冷な気候は，流域の水文・水質プロセスの季節変化や土壌水分レジー

ムにも影響する。例えば，積雪期間にもたらされた大量の雪が融雪期間に土壌

へ流入し土壌から多量の溶存成分が河川へと流出することが明らかとなって

いる7，8)0 これらの生態系では生物にとって必須養分である窒素が欠乏してお

り，生育期間には河川へと溶脱する議素は少ない8，g)。しかしながら，融雪初

期には河川水の硝酸濃度は上昇し，多量の窒素が系外に流出することから，生

態系金体の窒素収支を見積もるよでも融雪期の評価が重要である 10)0 Ozawa 

et aJ.9)によると，雨龍研究林の針広混交林生態系において融雪期の短期間に土

壌下層から溶脱する窒素フラックスは年間の約63%に相当するほどの量である

ことが示されている。また 多雪寒冷な気候は 土壌の水分条件にも影響して

いる O 流域内の緩やかな地形条件と寒冷気候の影響により，低地平捜部には湿

原や湿地林が広がりやすく，河川近傍には温潤な河畔帝が多く分布している O

これまでの研究により，湿地帯や河畔帯の存在は土壌内での嫌気環境下におけ

る脱窒反応、等の影響で，溶存している硝酸態窒素濃度を低下させることや，逆

に溶存有機成分の濃度を高めるなど 河川水質形成に重要な役割を果たしてい

ることが示されてきた11，12)。そのことから，流域地形(傾斜，集水面積)から

推定される流域の湿潤度を比較することで，流域開での河川水の硝駿態窒素や

溶存有機炭素濃度の差異を説明できることが報告されている 1])。また，北海道

大学天塩研究林における自亜紀土町長岩上に立地する森林流域の伐採跡地では，

粘土質母材の性質や寒冷気候の影響で土壌水分が過湿であり，土壌から大気へ

のアンモニアガスの放出 (4，8kgN ha-I y-I)が大気から土壌への窒素沈着

(2.4 kgN ha-I y-I) を上司るほどの最であることが明らかとなっている 13)。
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m.林業活動が森林土壌の炭素・窒素動態に及ぼす影響

前章で述べたように，北海道北部では林床に密生するササの存在が生態学的

にも林業的にも特故である。撹乱跡地や伐採後における植林や育林，天然更新

を促進するためには，このササの取り扱いが非常に重要である。これまで，北

海道北部では「掻き起こし」施業をすることで林業的には一定の成果を上げて

きたことは前章ですでに述べた。しかしながら，掻き起こし施業による物質循

環変化を通じたこと壌養分環境や水質影響については十分な研究が行われていな

かった。そこで，北海道大学雨龍研究林において実験的に撞き起こし施業を行

い，施業前後での土壌溶液組成の変化を調べた研究によると 14.15) 掻き起こし

によるササ除去によってこれまで吸収されていた窒素が土壌内に余ることや，

接き起こし後に地表に藍射日光が注ぐことによって地温が上昇し微生物活性が

高まることによって，土壊から下層へと高濃度の硝酸態室長素が溶脱することが

明らかとなった。また，掻き起こしによって土壌有機物が失われるため，土壌

微生物による窒素吸収(窒素有機化)に必要なエネルギー源が不足することも

硝酸溶脱を加速しているものと考えられた15)。

これらの研究成果は，森林再生や人工林造成といった環境にとってプラスの

効果を期待した施業の副産物として，施業車後に水質劣化というマイナスの影

響が出てしまうことを意味している。このようなトレードオフ関係を正しく理

解し，環境負荷を最低限に抑えるような地表処理(掻き起こし施業)を検討し

ていく必要がある。また. Aoyama et a1.16)の研究では，接き起こし後の植生

回復に伴う林分レベルでの炭素貯留量変化を調査し 土壌や植生に含まれる炭

素プールが臨復するためには50年以上の長い販問が必要で、あることを示唆して

いる。ここでの植生内の炭素ブールとしては地上部のみならず地下部の根の評

価が重要である。 Fukuzawaet a1.17)は，北海道大学天塩研究林内のミズナラを

主体とし，クマイザサを下層栂主主とする天然林生態系において根のバイオマス

を詳細に調べた。養分や水分を吸収するために特に重要で、ある細い根のバイオ

マスについてササと樹木を比較したところ，地上部バイオマスでの関係とは逆

に，地下部の細根バイオマスでは樹木よりササで大きな値を示し，ササの締根

バイオマスは全体のバイオマスの約 7部もの割合を占めていた。

これらの事例研究は，本地域における撹乱下における生態系の物質循環や動
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態を理解する上で，長期的な解析や，地下部を含むササの役割を考慮に入れる

ことが欠かせないことを示唆するものである O そこで，以下では，ササを下層

植生に有する天然林流域システムにおいて，森林施業による撹乱が炭素フラッ

クスや物質循環，河川水質に及ぼす影響について述べる O

N. 伐採・育林施業が流域生態系の炭素収支や河川水に

及ぼす影響

光合成による森林生態系への炭素掴定能は木材生産のみならず，地球温暖化

防止の観点においても期待が集まっている。いわゆる京都議定書(正式には

「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書J)においては，大気の

C02濃度上昇を減速化させる手段として，森林の新規植林や再植林が. I吸収

減活動jとして挙げられている。つまり，老齢な森林はさらなる炭素吸収が見

込めないことから，新規に植林することで炭素吸収量を増やそうとする方策で

ある O しかしながら，既存の森林を植林地に転換することに伴う炭素ブラック

スの変化に関する現地観測研究は十分とは言えず，流域生態系レベルでの詳細

研究に基づいた慎重な検討が必要である。そこで，森林の炭素循環に対する伐

採影響や，森林利用のための基礎研究として行われた大規模操作実験で、の最近

の成果から，この問題について考察する。北海道大学天境研究林では，天然性

の森林生態系を流域スケールで皆伐し，その後に帯植林，育林する過程での炭

素フラックス変化を明らかにするためのプロジェクト研究が行われている。

CC-LaG (Carbon Cycling and Larch Growth)プロジェクトと名付けられて

いるこの研究では，約14haの冷温帯主十広混交林を実験的に皆伐しその後に

カラマツ苗木を植樹し，育林するという操作を施している O 処理前後での流域

境模での炭素フラックス，物質循環，河川水質のモニタリングを継続しその

変化パターンやメカニズムの解析を行っている。植林に用いたカラマツは北海

道の自生種ではないが，成長が早いことから北海道の多くの地域で植林樹種と

して用いられているほか，シベリア地域を初めとするユーラシア大陸北部の更

寒帝林を構成する主要な樹種としても位置づけられる O

Takagi et a1.18)によると，本地域のもともとの天然林生態系では約44gCm-2 

y-lの炭素吸収 (NEE・正味生態系交換量)が認められている。このフラック

スは北海道南西部に位置する北海道大学苫小牧研究林内の蕗葉広葉樹林ニ次林
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で計測された値19) (258 gC m叩 2γ1)よりもかなり低く，寒冷気候であること

や高樹齢の樹種を含む混交林であることなどが原田していると考えられる。そ

のような森林において皆伐・植林施業を行うと大気一陸面開での二酸化炭素フ

ラックスはどのように変化するのであろうか。図 2に示すように，皆伐直後に

は樹木がなくなるために総光合成速度が著しく減少しその結果として，能面

から大気へ約569gC m吋 2y-lもの炭素が放出されることとなった。この量は，

もともと天然林が毎年吸収していた炭素量の約12.9年分に相当するほどの大き

な値である。皆伐後にカラマツ苗木を流域全域に植樹したものの，多雪寒冷気

候のために生育は遅く，皆伐 3年後においても大気から森林への正味の炭素吸

収は回読していない(図 2)。しかも，皆伐 3年後における植生の葉面積指数

を計測すると，カラマツ苗木よりもササの方が約 5倍程監の高い値を示してお

り，間復しつつある総光合成速度の大部分は植栽樹木ではなく，皆伐後に葉量

を増やしたササ植生に依存していることが示唆されている。これらの結果は，

多雪寒冷な当地域の森林生態系はもともと正味の炭素画定量がわずかであり，

1600 
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~ 1000 
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図2 ~ヒ海道大学天塩研究林 CC-LaG 流域における皆

伐・植林前後での二酸化炭素フラックスの変化
NEE:正味生態系交換量 (=RE-GPP)，GPP: 
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その森林を皆伐することは大気への大量の二酸化炭素放出(>10年分)を伴

い，その後の植林による炭素国定能力の効果を期待するには桔当の時間を要す

ることを示している。

流域レベルでの皆伐や植林は炭素ブラックスのみならず，さまざまな経路に

より流域生態系の物質循環や河川水質にも影響が及ぶと考えられている。森林

流域システムにおける物質循環・水質研究のパイオニアとされる米国北東部に

位置するハッバード・ブルック実験林での皆伐実験によると，皆伐によって樹

木の窒素吸収が停止し土壌微生物による硝化反応が活発化することから，皆

伐直後に河川水に含まれる硝酸態議素濃度が著しく上昇することが知られてい

る20)。このことから，林業生産のための皆伐施業によって，森林源流域から流

れ出る飲料水としての水質が劣化することや，下流の水圏生態系の富栄養化を

引き起こす恐れがあるものとされてきた。しかしながら，このような現象があ

らゆる生態系で同規模，同パターンで生じることが証明されているわけで、はな

く，各地における実証研究を積み重ねて，それらを総合的・統合的に理解する

ことが必要である。

上述した CCよaGプロジェクトで、の河)11水質変化は，ハッバード・ブルッ

ク流域などでの既往の実験結果とは大きく異なるものであった21)。間 3に皆

伐・植林前後で、の流域末端部で、の河JII水質の経時的変化を示す。 2003年 1~ 3 

月にかけて河畔のごく一部を除く流域全ての樹木を皆伐したにもかかわらず，

伐採後の河川水に含まれる硝酸態窒素の濃度は伐採前と同様に低い値で推移し

ていた。その後. 2003年10月に植林するために流域の50%に相当する面積につ

いてササを筋状に刈り，そこにカラマツ苗木を植林した。その捺，河川水の硝

酸態窒素濃度が最大10μmolL-1程度まで上昇する傾向が認められたが，既柱

の伐採影響実験と比べて濃度レベルは低いままであった。この硝酸態窒素濃度

の変動には林床植生であるササの役割が重要で、あることが明らかとなってい

る。つまり，樹木の伐採は積雪期である 1~3 月に行われた(北海道北部では

一般的)ため，積雪下にあるササは残存することとなった。残存したササは樹

木に代わって縮根を伸ばし窒素養分を吸収することで河川への硝酸態窒素溶

脱を抑制したのである21)。炭素フラックスの変化のみならず，ここでも樹木と

ササの相互関係が施業影響下での物質循環・河川水質変化に大きく作用してい

るということであった。一方で，同じく図 3に示す河川水の溶存有機炭素

(DOC)濃度については，伐採や植林の前後で明瞭な変化は認められず，夏か
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北海道大学天塩研究林 CC-LaG流域における皆伐・槌林前後でのi可
JlI水に含まれる磁波イオンと溶存有機炭素 (DOC)の淡度変化(月
平均濃度) 2003年 1~ 3月に皆伐，同年10月にササ刈り(流域の

50%)およびカラマツ摘林 Fukuzawa et a1.2I)・柴田ら2)より作図，
DOC 濃度は未発表データ

図3

ら秋季にかけて濃度上昇を示すという季節変化パターンが維持されていた。こ

のことは河川水に含まれている洛存有機炭素の供給源が流域内のどこに分布し

ているのかということに原闘があると考えている o ?容存有機炭素は流域谷部の

湿潤な河時半帯が主要なソースであることが，流域内での土壌溶液経成の調査か

ら示されている22)。今国の伐採においては，河川のごく近傍は伐採されずに未

撹乱の状態で、残っている。河田宇部の笛積は流域全体から見るとかなり組定され

たものであるが，溶存有機物の主要なソースである河田宇部が保全されたことが

関 3のように処理前後で有意な変化が認められないという結果をもたらしたも

のと考えられた。したがって，森林施業が河川水質に及ぼす影響について検討

する場合，その物質の供給源や生成メカニズムに基づいた議論が必要であり，

本研究で、は硝酸態窒素については流域全域でのササを含む植生の養分吸収変化

がより影響しているのに対し容存有機炭素については河川近傍の河畔帝にお

ける湿潤環境下での溶存有機物の生成過程が保全されたことが重要であること

が示されたといえる。また可畔帝は硝酸態窒素を保持し除去する機能もあ
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ることから，斜面や尾根部での撹乱に対し 十分な面積の河畔帯が保全されれ

ば，硝駿態窒素に対するイ是認等の撹乱影響の低減に機能することが期待される

であろう。

以上のように森林施業はさまざまなメカニズムを通じて炭素や窒素の循

環・動態に影響し，二酸化炭素フラックスや河川水質が変化することが示され

ている。将来において森林生態系を持続的に保全あるいは利用するためには，

さまざまな将来シナリオのもとに生態系のプロセス変化を予測，評価し，それ

を基にした政策決定をすることが重要で、ある。関連する生態系プロセスを数式

で表現し，物質徳環フラックスや河川水質をシミュレートできるプロセスモデ

ルを利用することもひとつの方法であろう。 Katsuyamaet aI.23)は北海道大学

部龍研究林内の朱鞠内湖集水域を対象として，森林伐採が流域生態系の窒素循

環や河)11水質に及ぼす影響について PnET-CNモデルという生態系の炭素・

水・窒素循環のプロセスモデjレと， HYCYモデルという流域水文モデルを組

み合わせることで、の解析を行っている。伐採対象樹穣や伐採規模の影響など，

シミュレーションモデルを用いて検討することで，施業前に生態系へのインパ

クトを予察し環境保全型の森林施業プランを検討することが可能であろう。

今後は，多様な生態系サービスの変化や相互作用を考慮に入れた森林施業のあ

り方など，学際的なアプローチによる評価手法を開発することが必要であろ

つ。

V. おわりに

ここで述べた研究は，北海道北部に位置する多雪寒冷地域での研究事例を元

にしている O 多くの研究結果は，その地域の立地環境の要因を強く受けてお

り，フィールドに立紳した事例研究の稜み重ねがいかに重要であるかを再認識

させられる。また，森林管理や施業が及ぼす影響が非常に長期にわたり，その

パターンは桔互影響を受けながら変容していくという特性を考躍することも重

要である。長期的なモニタリングデータを基礎としつつ，さまざまな短期・中

期的な課題を操作実験などを通じて明らかにし それを生態系の統合モデルへ

とつなげていくような研究戦略が重要で、ある O また向時に，モデル研究の過程

で生まれた疑問点を現地観測や操作実験で検証していくというアプローチも必

要であろう。
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自然環境，社会経済環境が問時に変容する状況下において，森林生態系が有

している多様な機能・構造を科学的に理解しそれを将来の森林管理に役立て

ていくことが重要で、あり，関連研究のさらなる発援を期待したい。

謝辞

本研究の多くは，北海道大学北方生物関フィ…ルド科学センター森林橿ステー

ションにおける森林環境機能部門の課題研究として実施されたものである。天

塩，中)11，雨龍研究林の技術職員，林業技能補住員および関係各位に浮く御礼

申し上げる。また，一部の研究は， r森林における炭素循環機能に関する観測

研究(国立環境研究所，北海道電力株式会社総合研究所，北海道大学北方生物

圏フィ…ルド科学センターによる共同研究Hr流域環境の質と環境意識の関

係解明(総合地球環境学研究所Hr科学研究費補助金(16208014)Jによるも

のである。観測研究や操作実験は 日本長期生態学研究ネットワーク

CjaLTER)のコアサイトである北海道北研究林で、行われたものである。

引用文献

1) Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and H削 nan Well-being: 

Synthesis. Island Press， Washington， D.C. 137pp. 

2)柴田英略・戸出浩人・福島慶太郎-谷A，陽一・高橋輝呂・吉田俊也 (2009) 日本に

おける森林生態系の物質循環と森一林施業との関わり 日本森林学会誌91: 408-420 

3) Yoshida， T. and Noguchi， M. (2009) Vulnerability to strong winds for major tree 

species in a northern ]apanese mixed forest: a叩na刈l片y戸se邸Sof h廿加i

Re阿seαrch24: 909-919. 

4)吉田俊也 (2005)人為撹乱と森林の動態-構造 「森林の科学J中村太士・小池孝

良編， pp.60-61.籾念書u古
5) Noguchi， M. and Yoshida， T. (2004) Tree regeneration in partially cut conifer-

hardwooc¥ mixec¥ forests in northern ]apan: roles of establishment substrate and 

dwarf bamboo. Forest Ecology and 1¥1αnagement 190: 335-344. 

6) !際濁俊和-吉凶俊也・竹白官ニ・上主主逮哉・阿部一宏・ i高橋康行・中嶋i尚子.JJ京阪

史・柴問英昭・小i峯恵・伊賀耀子 (2001)無立木地における森林再生技術 北方林

業 54:97-99 

7)柴尽英昭・ m川 一・聖子村 陸・佐藤冬樹・主主安一郎・石井吉之・小林大

(2002)積雪寒冷地域の森林流域での磁雪期における物質収支.日本水文科学会誌

32 (2) : 49-56 

水利科学 No.31i 2011 



柴IIJ 他 北海道北部における森林斜里!!や伐採が流域生態系の構造や機能に及ぼす彩 41

8) Shibata， H.， Kuboi， T.， Konohira， E.， Satoh， F. and Sasa， K. (2005) Retention 

processes o[ anthropogenic nitrogen deposition in a forest watershed in northern 

japan. In ‘Proceedings of the 3rd international nitrogen conference' (Zhu， Z.， 

Minami， K. and Xi 月 ， G. Eds.)， Science Press USA Inc.， 626-630， Be司吋ijin

9ω) Oz初awa丸， M.，Shiめb乱t句a，H.， Satωoh， F. and Saおsa払， K.(σ2001) Annual elε釘mentbud宮etofs叩oi孔l 

in snow回dominatedforested ecosystem. W，αter， AiT， and Soil Pollution 130: 703…708 

10)柴田英IIs.福浮加盟都 (2010)北海道北部の天然林生態系における窒素係環プロセ

スの特性環境科学会誌23: 277-283 

ll) Ogawa， A.， Shibata， H.， Suzuki， K.， Mitchell， M.J. and Ikegami， Y. (2006) 

Relationship of topography to surface water chemistry with particular focus on 

nitrogen and organic carbon solutes within a forested watershed in Hokkaido， 

]apan. Hydrological Processes 20・251-265.

12)柴田英昭・戸田浩人・稲垣慈之・舘野隆之車ili・木庭啓介-福:暴力oID.部 (2010)森林

源流域における窒素の生物地球化学過程と渓流水質の形成 地球環境15: 133-143. 

13) Hayashi， K.， Takagi， K.， Noguchi， 1.， Fukuzawa， 1し Takahashi，H.， Fukazawa， T.， 

Shibata，日.and Fujinuma， Y. (2009) Ammonia emission from a young larch 

ecosystem afforested after clear cutting of a pristine forest in north巴rnmostjapan.

Water. Airαnd Soil Pol/ution 200: 33-46 

14) Ozawa， M.， Shibata， H.， Satoh， F. and Sasa， K. (2001) Effect of surface soil removal 

on dynamics o[ dissolved inorganic nitrogen in snow-dominated forest soil. 

ηleScientific H匂rld1: 527-533. 

15)柴旧英Ils.小i事 主号、・佐藤冬樹-笹賀一郎 (2007)森林施業に伴う地表処理が土壌

三塁素ID:I)態に及{ます影響とそのメカニズム 日本森林学会誌89・314…320

16) Aoyama， K.， Yosl柑 a，T.， Harada， A.， Noguchi， M.， Miya， H. and Shibata， H 

(2010) Changes in carbon stock following soil scarification of non-wooded stands in 

Hokkaic¥o， northern japan. Joumal of 1勺restR出 earch，15: (in press) 

17) Fukuzawa， K.， Shibata， H.， Takagi， K.， Satoh， F.， Koike， T. and Sasa， K. (2007) 

Vertical distribution anc¥ seasonal pattern of fine-root dynamics in a cool-

temperate forest in northern japan: implication of the understory vegetation， Sasa 

dwarf bamboo. Ecological Reseαrc/z 22・485-495

18) Tak乱gi，K.， Fukuzawa， K.， Liang， N.， Kay註ma，M.， Nomura， M.， Hojyo， H.， Sugata， 

S.， Shib且ta，日.， Fukazawa， T.， Takahashi， Y.， Nak司ji，T.， Oguma， H.， Mano， M.， 

Akibayashi， Y.， Murayama，γ， Koike， T.， Sasa， K.， and Fujinuma， Y. (2009) 

Change in the CO2 balance under a series of forestry acti 

水利科学 No.317 2011 



42 

and budget in a forested basin of southwestern Hokkaido， northern ]apan， 

Ecological ReseaTch 20: 325-331， 

20) Schlesinger W.H. (1997) BiogeocheηllstつらAnaηαか'sis01 global c/附1ge.Academic Press， 

San Diego， 588pp 

21) Fukuzawa， K.， Shibata， H.， Takagi， K.， Nomura， M.， Kurima， N.， Fukazawa， T.， 

Satoh， F. and Sasa， K. (2006) Effects of clear-cutting on nitrogen leaching and fine 

root dynamics in a cool-temperate forested watershed in northern ]apan. Forest 

Ecologyαηd Management 225: 257…261. 

22)柴田英昭・戸田浩人・稲窓善之-舘聖子陵之総・水庭啓介・福浮加里部 (2010)森林

源流域における皇室索の生物地球化学過程と渓流水質の形成 地球環境15(2) : 

133-143. 

23) Katsuyama， M.， Shibata， H.， Yoshioka， T.， Yoshida， T.， Ogawa， A. and Ohte， N. 

(伶2009め)Appμ3戎泌i訂ica瓜山u旧on凶1活soぱfahyηydro-bi元iog炉eo促chemica討1model and long-ぺterms討泊i訂ml叫11a瓜凶tiぬon凶lSof 

the effects 0ぱflog鰐gi凶ngi加nfo印I巴ωst民E佼吋dwa抗te引r油 eds. Sustα i叩 bility Science 4 (2): 179-188. 

水利科学 No.317 2011 

柴田・吉田:北海道大学准教授

潟水・北海道大学助教

福i翠:北海道大学 GCOE特任効教

佐藤-笹.北海道大学教授

(原稿受付20l0:if7月14日，原稿受主主2010年9月8日)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

