
  
  切り捨て間伐で還元されたスギ緑葉の分解に伴う林地への

窒素供給

  誌名 森林立地
ISSN 03888673
著者名 平井,敬三

野口,享太郎
山中,高史
金子,真司
高橋,正通

発行元 森林立地墾話会
巻/号 53巻1号
掲載ページ p. 17-22
発行年月 2011年6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)



森林立地53(1)，'7~22， 2011 

Jpn J For Environ 53 (1)， 17…22，2011 

切り捨て間伐で還元されたスギ緑葉の分解に伴う林地への窒素供給

平井敬三]， t， * .野口享太郎L土.山中高史2・金子真司1.高橋正通1，唱

i森林総合研究所立地環境研究領域・ 2森林総合研究所森林微生物研究領域

切り :f~iで間伐で林;員IIに還元された校条は，その多くが地聞に触れず離れた状態で存冶:する点に注目し， 1m伐後の校条の分

解にともなう室長索重b態を誠べた。間伐で総菜として林地に還元された窒素iiEは84kg ha-1で，その67%が地面に接地せず空

中に存在していた。総菜を入れたリターバッグを空中と地表に設置し分解速度と分解にともなう土壌へのさ塁素供粉還を調

べたところ，分解迷皮は設i泣後 1年1mは処理!lによる遠いはなかったが 2年後l土地一衣で、有意に速かった。残存薬のEE紫合有

率は設程度後から増加iしたが， 11ド後は地表の方が空中より有意におかった。分解初期には処理に関わらずさ長楽をJf;{り込み

残存薬に存在する窒素flf{土間伐で、還元された窒素主tより椴加iした。残存薬の主主索設の増加は空中では 6ヶ月後まで，:itl!表で

は 1 年後まであtいた。分解にともなう土壌へのさぎ素供給の 1m始は地表の方がき~1:IJ より遅くなった。しかし，地表では 1 年後

-2年後の分解速度が空中より速まるため，設ili:後 2{FfofJの土主義への室長支供給量は空中より地表で多く，その割合は64%で

あった。

キーワード:空1:1:¥，1也表，不動イヒ， リターバッグ

Keizo Hirai， Kyotaro Noguchi， Takashi Yamanaka， Shinji Kaneko and Masamichi Takahashi : Nitrogen supply from de-

composing green needle after non-commercial thinning at a sugi (Cryptomeria japonica) stand. Japanese Journal of Forest En-

vironment 53:17-22， 2011. 
Most of litter returned by non-commercial thinning was existed without contact onto the for巴st110or. We discussed nitrogen dy-

namics with decomposing litter after thinning with a focus on the site difference of litter existence in this study. The amount of nitro 

gen returned by thinning was 84 kg ha-1 and 67% of them were existed in the air without contact onto the 110or. Litterbag containing 

green needles was installed in the air and on the surface in forest 110or， and decomposition rate and nitrogen supply with decomposω 

ing of gre巴nneedles into the soil were investigated. Decomposition rate was not differ.巴damong treatments after one year installation 

but was higher in the surface than the air in two year after. Nitrogen concentration in the remaining green nee正JJeswas increased from 

just after installation in both of treatment， and was statistic‘l11y higher in the surface than in the air. After decomposition， amounts of 

nitrogen containing in the remaining green needles were gained by immobilization until six month aft巴rin the air and one year after 

in the surface. Nitrogen supply into the soil with gre巴nn巴edledecomposition started early in the air compared in the ground. Contri 

bution 01' nitrogen supply into the soil from gr巴enneedl巴sinstalled on the surface during two years was 64%. Because decomposition 

rdte of green needles installed on the surface between one and two y巴arafter higer than those of in the air 

Key words : air， ground， immobilization， litterbag 

め，空中に浮いた状態で存在する割合が通常の利用問伐の場

合よりも増加すると考えられる。そのため，このような空中

に浮いた状態で存在する枝条は地表に接触した枝条に比べて

分解が遅く，分解に伴う土壌中への養分供給のパターンも異

なることが予測される。

枝条の分解を質的にみると，主要な養分である窒素は落葉

の分解にともなって，いわゆる不動化と呼ばれる徴生物によ

る取り込みのため，窒素含有率が増加することが一般的であ

る(Berg，1988 ; Ono et al.， 2009)。したがって切り捨て間伐

の際に林地に還元された校条の存在場所の違いは枝条分解に

伴う微生物の取り込みにも影響するi1J能性がある。量的にみ

ると， 40年生以上のスギ壮齢林では，林木に存在する窒素

量のうち，葉に存在する窒素量は幹や枝などの器官に比べて

最も多い(戸田， 2004)。岩石風化や!降水等による供給量が少

ない窒素， 1)ン，塩基などの養分は間伐で還元された枝条の

はじめに

森林のCOz吸収機能の発揮が期待されており，京都議定書

における吸収量確保のため，いわゆる「間伐等促進法jが

2008年に制定された。今後，これによる間伐の促進に伴っ

て，多量の間伐木が発生するが，間伐されても材を搬出利用

する従来の利用問伐の他に，間伐木を搬出せず林地に放置す

る切り捨て間伐の実施にとどまる割合が多くなると考えられ

るO 間伐木は炭素貯留としての機能を持つ(酒井ら， 2008)。

養分循環の面からみると， I期比木の分解にともなう養分動態

の解明が重要である。切り捨て間伐では幹材が収穫されずに

林地に残されるが，樹皮を除いた幹材に含まれる窒素量は経

年変化がなく，長期に窓素を保持することが明らかにされて

いる(稲垣ら， 2009)。多くの場合，切り捨て間伐では間伐木

から枝が切り落とされず，枝条の多くが地表に接触しないた
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分解によって残存木の成長に必要とされる量の多くが供給さ

れる。そのため，枝条の存在場所の遠いによる土壌への養分

供給量の変化は残存木の成長等にも影響を与える可能性が考

えられる。

本研究ではスギ林の切り捨て間伐が養分循環に及ぼす影響

を明らかにするため，主要な養分である窒素を対象に，切り

捨て間伐によって林地に還元された校条の存在場所を考慮し

て空中と地表に緑色部の針葉(以降緑葉とする)を設置し，そ

の後の緑葉の分解過程と分解にともなう土壌への窒素供給量

を調査した。

2.研究方法

2. 1 試験地

試験地は茨城県域里町(1日桂村)の斜面下部から 1:ド部の1.0

haに40年生(2004年時)のスギ林が，斜面ヒ部に天然生の落

葉広葉樹が分布する約2.3ha小流域で，斜面上部から下部に

かけて乾性から湿性の褐色森林土が分布している(釣田ら，

2005 ;平井ら， 2007)。このうち，スギ林では， 2003年12月

に本数率33%，材積率で25%の切り捨て間伐が行われ，地

上部現存量は229羽gha-1から159Mgha-1に減少した。この

間伐では下層間伐であり(野口ら，2009)，間伐により平均樹

高は17.4mから19.4mに平均胸高直径は18.2cmから22.4

cmに変化した(野口未発表)。

2. 2 間伐で林地に還元された緑葉のバイオマス蚤と

窒素嚢

ヱド試験地では間伐後，伐採木がそのまま放置されたため，

林地で、の緑葉を含む枝条の分布が一様でなかった。そのため，

面積あたりの縁薬分布の割合を，以下に示すライン調査から

求めた。ラインはスギ林内の斜面上下方向に全部で 5本設

置し，うち 4本は流域中央付近を流れる渓流を挟み，残り

の1本は友岸側にのみ設置した(間一1，表一1)。ラインに沿っ

て0.5x 0.5 mの方形フ。ロットを連続して設定し，目視によ

りプロット内の50%以上の面積に縁葉を含む間伐枝条があ

る場合に「枝条あり区J，50%以下の場合を「校条なし|ま」

としてほ分し，それぞれに該当するプロット数を計測した。

諦査は2004年 6月に行った。また，空中と地表に接触して

存在する縁葉のバイオマス量と窒素量を推定するため，ラン

ダムに設けた0.5x 0.5 mの15ヶ所のプロットにおいて，地

面に触れて存在する緑葉と空中に浮いて存在する緑葉に分け

て採取し，それぞれの乾燥重量(70
0

C)を測定した。緑葉の平

均存在量は空中で2.11:t 1.47 kg m -2，地表で0.87土 0.38

kg m-2で、あった。この存在量にライン調査から得た「枝条

あり区Jの出現頻度を乗じて間伐で還元された緑葉バイオマ

ス最を求めた。さらに，間伐で還元された緑葉バイオマス

に緑葉中の窒素含有卒(後述)を乗じて，間伐による緑業の窒

素還元量を求めた。

2. 3 緑葉分解試験

1)ターバッグによる緑葉の分解試験を行うため， 2004年

3月に林地に還元された緑葉を採取して実験室に持ち帰っ

た。持ち帰った緑葉は風乾後，長さ 5cm程度に切りそろえ，

乾重で10g，窒素量として115.3mgをナイロン製のバッグ

(以降リターバッグ)に詰めた。メッシュのサイズは 1mmで、

ある。 2004年4月，リターバッグをスギ林斜面の 3ヶ所の

プロットの地表と空1'1"に設置した。これら 3ヶ所のプロッ

トのサイズは 5X5mで，いずれも斜面中部にあり，土壌型

はBD型で、ある。地表への設置(地表区)は地表に接して置い

たりターバッグの四隅を針金で固定し，斜閣下方への移動を

紡いだ。空1:t1への設置(空中区)は約 1mの間隔に打ち込んだ、

二つの杭の間を針金で結び，リターバッグの一辺をクリップ

で針金に止めて地面に触れないように設置した(割引。

2. 4 分解試料の回収と処理

リターバッグは設置約 3ヶ月後(2004年 7月). 6ヶ月後

(2004:4三11月)， 1年後(2005年 5月)， 2年後(2006年4月)

に各プロットのそれぞれの処理区から， 51悶ずつ回収した。

本研究では設置期間中に 2mm以下に車IIIかくなった縁葉は分

解したものとした。そのため回収試料は 2mmメッシュの飾

を用いて選別し，メッシュ上に残った試料を70
0

Cの熱風乾

燥器で乾燥後，重量を測定した。設置時にリターバッグに入

れた量とメッシュ上に選別されて残った量との差を分fq卒最と

して，分解速度を求めた。また，間伐で林地へ還元された総

特 許 を

題 1.枝条出現頻度測定用の設置ライン

L1~L5は設置したライン番号を示す。

表-1.間伐で還元された枝条の地表での分布都合

ライン番号 L1 L2 L3 L4 L5 出現都合

{立鐙 左岸ー右岸左岸一右岸:tr.岸一右岸友岸一右岸 友岸 平均(SD)
総プロット数(A) 104 108 166 138 106 
校条ありIB:数(B) 25 27 57 26 22 

校条あり区若手l合(B/A) 0.24 0.25 0.34 0.19 0.21 0.25(0.06) 
総距離(m) 52 54 83 69 53 
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表一2. 間伐で林地ヘ還元された緑禁のバイオマス景と窒事長蚤

空中

盟議
平均(SD)

窒素量

(kgN ha -1) 

59.9(43.2) 

24.5(11.3) 

** 

800 

800 

罰-3.詞伐還元緑薬の分解速度(a)と残存葉の含

水率(b)

エラーパーは標準偏差を示す。
*牢;p < 0.01 
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3. 3 窒素含有率

リターバッグ設置車後から，分解による重量減少にとも

なって，残存緑葉の窒素含有率は地表区，空中区ともに設置

時より高くなったが，地表区では 6ヶ月後以降一定もしく

は低下傾向となったのに対して，空中区では 2年後まで窒

素含有率の増加が続いた(悶-4)。設置 2年後を除くと，地表

区の窒素含有率は空中区より高い傾向にあり 1年後の窒

素含有率は地表区で23.4:t 1.5 g kg-1，空中区で20.1土 0.6

g kg-1と，地表区で、有意、(p< 0.05)に高かった。

3. 4 バッグ中に残存した窒素量

田収時にバッグ中に残存した縁葉量とその皇室素含有率から

窒素残存量を求めた(図-5)。分解速度とは異なり，分解せず

バッグ中に残存した緑葉に含まれる窒素量は一且増加した後，

減少する傾向を示した。ただし，その傾向は処理区により異
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葉に含まれる窒素量と各回収時に分解せず残存した線葉中に

含まれる窒素量の差から，緑葉分Wioに伴って土壌へ供給され

る窒素量を処理区毎に求めた。なお 2mm以上の残存緑葉

『ドの窒素および炭素含有率は70"Cで、の乾燥後に微粉砕した

試料をNCアナライザ-NC-900(住化分析センター，東京)で

定量した。

関伐で還元されたスギ緑葉の存在位震前の量と

割合

本研究ではライン調査で、行ったプロットにおいて，プロッ

トの50%以上の函績に緑葉校条が存在する場合を f校条あ

りJとした。緑葉が存在する「枝条あり区」の出現頻度は全

体の0.25であった(表-1)0 また，ランダムなプロットで鵡ヨま

した綜葉の王子均存在量は空中で2.1土1.5kgm-2，地表に0.9

土 0.4kg m-2で、あった。空中と地表のそれぞれの総葉存在量

と出現頻度(0.25)を乗じて，間伐で

イオマス量を求めたO その結来，空中に5.2土 3.7Mg ha-1， 

地表に2.1土1.0Mg ha…11'子在し(差是ー2)，空中に存寂する割合

は全体の67.1:t 16.9%であった。また，間伐による林地への

還元窒素量は合計で84.5土 48.0kg ha-1で，地表への直接還

元された窒素量は24.5:t 11.3 kg ha-1，地表に接触せず空中

に浮いた状態で還元された窒素量は59.9土 43.2kg ha-1で、

あった(表-2)。

3. 2 分解速産

関 3aに緑葉の分解速度を示した。リターバッグ設置後 1

年間の分解速度は空中区，地表区に違いはなく 1年後の

分解率は地表区で0.46土 0.01，空中区で0.46土 0.02であった。

しかし 2年目以降は地表区の分解速度が大きく，空中区

との向に差が認められ，設霞 2年後の分!持率は地表誌で0.78

土 0.04，空中区で0.56:t 0.04となり，地表区で有意(p< 
0.01)に重量減少が大きかった。また，残存緑葉の含水率は

バッグIBJ収前の降雨等の気象条件によって左右されるが，常

に地表ほの方が空中区より高く推移していた(関-3b)。

果3剛結

3. 1 



ので(大国・武田， 2006)，施肥がなされていた生原ら(1985)

の窒素濃度は本研究に比べて高いことが原罰と考えられた。

本研究ではリターバッグ設置後初期の 1年間には設置環

境による分解速度に違いはなかった(圏一3a)。これは分解に

泊いた緑葉は本試験地から採取しているので，分解基質に違

いはないこと，分解初期には糖類などの可溶性成分や低分子

化合物なと守の水i容性成分の分解が主で、あるため(Ono，et al.， 

2009)であると考えられた。一方で，設置 2年後の分解は地

表区の方が早く進んだ、(随一3a)o 2年目以降はセルロースや

ヘミセルロースなどの分解が進行するため(Berget al円 1982)， 

スギ葉内部の物理的な分解に寄与する土壌動物や微生物など

の侵入が容易な地表の方が早く分解が進んだと考えられた。

また，これら地表と空中における分解速度の速いには水分状

態の速いも影響するが，乾燥し易い空~tJ ~こ比べて地表では水

分条件が良野なため(図 3b)，2年日以降の分解が進んだと

考えられた(図-3a)。

リターの分解過程で窒素不動化には土壌中の微生物による

窒素の取り込みが関係するので，本研究で地表区の窒素含有

率の増加が空1:11区よりも大きくなった原因はリターの地部接

触の有無の影響が大きいと考えられた。一方，今閣の結果か

ら地表とともに空中に設置した緑葉でも，分解にともなって

窒素含有楽は上昇していた。スギ林ではリタ一分解に伴って

特異的に日}習で窓索活i定活性か現れる (Niohand Haruta， 

1986) 0 空中区ではスギ総葉は地表に接しておらず，微生物

による窒素不動化の影響はほとんどなく，窒素含有本の増加

は空1:1:1での窒素!認定によると考えられる。このように，本研

究では空中と地去に試科を設霞したことで，実際に現地で窒

素j宣i定が起こることが間接的に確認できた。

4. 2 緑葉の分解に伴う土壌への窒素供給量

リターバッグ設援後，分解にともなって緑葉の重量減少は

速やかに進行するのに対して(図-3a)，残存葉の窒素含存率

は増加する(医¥-4)。問じ期間での窒素含有楽の増加率は分解

速度の増加率より大きいことから，分!官初期の 3ヶ月間は

いずれの処理誌においても残存窒素量は増加していた(関-5)0 

それ以降の存在家素量;は空中区では 3ヶ月後に，地表誌で

は6ヶ月後に最大値を示し，この間に取り込んだ窒素の放

出を開始した。相場ら (1983)は枝打ちで落とされたスギ生葉

の窒素残存率は 6ヶ月頃まで増加しそれ以降減少したと

している。本研究の地表区での結来はこれと一致していた。

また 6ヶ丹後の窓素の残存量は設置11寺に比べて120%-

140%に達するとしている(相場ら， 1983)。間伐で林地に還

元された緑葉に含まれる窒素最を100とした場合，本研究で

は6ヶ月後の残存率は地表症では約120%でほぼ同じ値であ

るが，空中区では100%程度で，相場ら (1983)より値はやや

小さい。このようにリターバッグを吊いて同量の総菜を異な

る場所に設置した結果は，外部から窒衰を取り込む期間や量

は緑葉が存在する場所によって異なり，空中区の方が地表涯

に比べて短く，量的に少ないことを示している(図-5)。しか

し，今IIDの切り捨て間伐で還元された緑葉のバイオマス量や

窒素量は存在場所によって異なり，空中区の方が地表区より
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なり，残存窒素量の増加は地表区では 6ヶ月後まで続いて

いたのに対して，空中区では 3ヶ月後までの短期間に限ら

れていた。

4. 1 分解速度と窒素含有率の変化

本研究では間伐によって供給された校条の分解とその章表

動態を検討するため，緑葉を対象とした。 i可じように緑葉が

還元される枝打ちでは，林地に還元される量はバイオマスと

してヘクタールあたり 8-11Mg(相場ら， 1985;生原，

1980 ;生涼ら， 1985)，窒素最として119-135kg(生原ら，

1985)であるので，これらに比べると，本研究の値はやや低

い。また生原ら (1985)は枝打ち 1年後のL商量は間伐直後の

113に減少するとしており，枝打ちで還元された葉でその

大部分が占められると考えられるL崩の分解速度は本研究の

間伐後 1年間の分解ー速度の46%(図-3a)に比べて大きい。こ

れは分解初期jには基質である窒素濃度が高いほど分解は早い

察4.考
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多い(差是ー2)。そこで，間伐で還元された緑茶の空中と池表で

の存在量の遠いを考慮して，空中区と地表肢の処理区毎に面

積あたりの窒素供給量(Nsd)(kgN ha刊 1) を以下の1)式により

求めた(図-6)。

Nsd = Nrt -Ned 1) 

ここで， Nrtは間伐で、還元された窒素量[縁葉存在量×緑

葉窒素含有率〕を， Nedは各国収時の残存窒素量[(間伐で

還元された総菜量×重量残存率(1一分解率))x残存薬の

窒素含有率]を示し，この差が窓素供給量(Nsd)となる。し

たがって，ここでの窒素供給量は分解試験開始時(リター

バッグ設置n寺)から各回収時までに供給された積算窒素量を

示す。

土壌への窒素供給はリターバッグ中の残存窒素量の変化で

見られたように，空中区で早く始まり，地表区で、遅かった

(医1-6)。空中では 6 ヶ月後~1 年後の開に，地表iまでは 1

~2 年後に切り捨て間伐で還元された窓素が土壌へ供給さ

れ始めた(図 6)。これらの時期は分解初期に取り込んだ窒去

の放出を開始したH寺期に比べて，空I:j:l区では 3ヶ月程度，

地表区では 6ヶ月税度遅くなっていた。ただし，空中区で

は地表区より阜く 6ヶ月後以降に窒素供給が開始されたが，

この期間の供給量は少なく，地表区では!日}伐直後よりも多く

の窒素が残存していたので，林分全体としての窒素供給は

l 年後以降に始まった。 1~2 年後の窒素供給量はいずれ

の区でも増加し，ヘクタールあたり空中区では7.9:t 6.3 kg， 

地表区では14.1:t 2.3 kgの窒素が供給されたことになる。特

に地表iまでは 1~2 年後の間の分解速度の増加が空中 IK よ

り大きいため(!週一3a)，土壌全体への窒素供給に占める地表

iまの寄与は約64%と大きい。 2年IIliの地表i豆と空中区から

の主主素供給量は合計でヘクタールあたり約22kgで、あり，間

伐によって還元された緑葉に含まれる窒素最の約26%がリ

ターバッグ設置から 1~2 年後の間の分解によって供給さ

れたことになる。
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マイナスの1itlは設ii'1i待に比べて窓索を取り込み，bJi加したことを示す。

4. 3 窒素供給と循環

本試験地と同じBD型土壌で，林齢が近い38年生のスギ林

分の葉J:jJの窒素現存量はヘクタールあたり 120.0kgで、あるの

で(原田ら， 1972)，本数率で33%の間伐を実施した本研究

における85kgという窒素還元量の値はやや大きい。

本試験地では，リターフォールにより還元される年間窒素

は55-59kg ha-1であり(野口ら，2009)，年間のリター

フォールによる約1.5倍の窓素が緑茶ーとして間伐で還元され

たことになる。また，間伐林分でのリターフォールによる年

IlIi窒素還元量は32-34kg ha寸で、ある(野口ら， 2009)。間伐

で還元された窒素のうち地表涯に存在する窒素査は24.5

kg ha-1であるので(表 2)，この植は間伐で林地に還元され

た窒素量と 1)ターフォールによる年間の窒素還元量との差，

および間伐しない林分と間伐林分のリターフォールでの窒素

還元量の差にほぼ相当する。間伐後には残存木が少なくなる

ため 1)ターフォール最は一時的に減少する。 11.fJ伐は年Il{iのリ

ターフォールに比べて多くの窒素を一時的に多量に林地に還

元する。しかし，切り捨て間伐で地表に直接還元されるさま素

量は間伐後に 1)ターフォールで還元される窒素量の減少分に

相当する桂皮に眼られ，その多くの窒素を空中に存在させる

ことで，土壌への窓素の供給速度を低下させることになる。

本研究の結来から，切り捨て間伐においては還元された緑

葉に含まれるさき素は分解初期jの 1 年間は土壌もしくは~~I:j:l

から多くの窒素を取り込み残存葉中に保持することで，土壌

に議素を放出しないことが明らかになった(国一6)。したがっ

て，間伐によって供給された緑紫は一時的に窒素を葉中に保

持した後，窒素を土壌へ供給する機能を持つことを示してい

る。間伐で還元された緑葉の67%が存在する空中では，分

解初期に取り込んだ窒素を土壌へ供給開始する時期が地表よ

りも相対的に早い(凶-5)0 一方，存在割合の小さい地表での

窒素供給は開始時期が空中より遅れるものの，間伐 l年後

~2 年後の閥に多量の窒素を土壌へ供給する。このように，

切り捨て間伐で林地に還元される枝条は空1=1:1と地表という場

所の違いによりその存在量が←異なっていた。また，存在場所

と量的な違いを考慮して空中と地表に緑葉を設置して分解と

それにともなう窒素動態を検討した結果，分解速度やそれに

ともなう窒素供給パターンや量が空仁1:1と地表で大きく異なる

ことを明らかにできた。これら本研究の結果は，枝条の管理

を人為的に行うことで土壌への窒素供給速度を変化させる可

能性を持つことを示している。
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