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-総説
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Abstract 

Soils are well known as large stock of carbon in global cycle. In this paper， we reviewed previous reports 
investigating physico-chemical and microbial properties of soil profiles in Chiba University's Environmental 
Horticulture and Forestry Farm (Numata Farm). There were buried humus layers in the depth of 50 to 60 cm and 

higher active-aluminum-reaction， indicating origin of soil parent material as volcanic ash. Soil physico・chemical
properties， microbial biomass carbon and total carbon distribution along soil profiles suggested that soil carbon in 
buried humus layer can still act as substrate for microorganisms even after hundred years of eruption and soil 
formation of subsurface horizon. 

Key words : Chiba Universit)な EnvironmentalHorticulture and Forestry (Numata) Farm， Soil microbial 
biomass， Soil carbon stock， Temporal variation 
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はじめに

2013b， Inubushi and Kong 2014) 3， 4) .一方，土壌の母材が火山灰

を起源とする黒ボク土壌で，さらに過去の噴火活動の記録と

の対応も土壌断面調査で明らかになってきた

千葉大学森林環境園芸農場(以下，沼田農場)は，高冷地 本報告では，これまでの土壌調査の結果に基づき，特に土

園芸生産に関する教育・研究を行う目的で，子持山(標高 壌の炭素貯留機能および初主主物分布に関する研究を紹介する.

1 ，298m) の北東斜面・標高725~800m1こ， 1948年7月に開設

された.農場の面積は7.5haを有し，約2haは果樹園として，

主にリンゴが栽培されている.農場の周辺は林地である.こ

れまでに，沼田農場では， リンゴを主体とした研究や温室効

果ガス発生調査など(犬伏ほか2∞5，Xu et aL 2004， 2∞7， 

2∞W)，首都圏の 6大学合同での土壌断面調査が2ω2年，

2∞3年および2011年に実施されてきた(犬伏ほか2ω4，

2∞5，永野ほか2013)2).

現在，気候変動をはじめとする様々な環境問題が物質循環

に及ぼす影響が懸念されている.沼田農場は，毎年の管理体

系についての記録が残されていることから，中山間地および

寒冷地の農業生態系のモデルとして重要である.また，沼田

農場は首都圏で大気中に放出された化学物質が酸性降下物

や窒素降下物として沈着しやすい地域にある.従って，沼田

農場における物質循環を包括的に解明し，長期的にモニタリ

ングしていくことも重要であると考えられ，国立環境研究所

との共同研究の成果もまとまりつつある (Konget aL 2013a， 

材料と方法

3か所の調査地(果樹園，草地，林地，各1か所)の沼田

農場における位置を図 1に示した.沼田農場の詳細は犬伏ほ

か (2∞4)に記載されている. 3か所の調査地のうち，果樹

園は，リンゴを主に栽培し沼田農場の斜面中部(標高

7卯m)に位置している.草地もほぼ果樹園と同標高に位置し

乗用機械と刈払機による除草が定期的に行われている.林地

は，コナラ・ホオ・ニホングリ等の広葉樹林であり，沼田農

場の斜面上部(標高 8∞m) に位置している.2010年10月と

2011年9月に各調査地で土壌断面調査および、土壌採取を行っ

た土壌断面調査は土壌調査ハンドブック(日本ペドロジー

学会1997)に従って行い，断面の調査深度は地表面から約 l

mまでとした断面調査後に果樹園と林地の土壌を層位別に

採取した.その際，層位断面から土壌を満遍なく採取し，ポ

リ袋内でよく混合した.土壌の理化学性のうち，全炭素 (TC)
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図l 千葉大学森林環境園芸農場の場所と場内調査地点

を土壌環境分析法(土壌環境分析法委員会1997) に従って測 と一致したこれまでの土壌調査による理化学性分析の結果

定したまた，土壌の微生物性として，微生物バイオマス炭 から，土壌分類名は各地点とも腐植質黒ボク土， FAO/ 

素(恥侶C)をク ロロホルム薫蒸 抽出法 (Vanceet al. 1987) UNESCO命名法で、はHumicAndosolsと判定された

によって測定した.

結果と考察

1 )断面の比較

表紙写真に示したように 第 1層位はいずれの調査地でも

A層であり， A層全層の厚さは果樹園で18cm，草地で、18cm，

林地で15cmを示し，土地利用によるA層の厚さに明らかな違

いはなかった. また，いずれの調査地においても，地表から

深さ50から65cm付近で、埋没腐植層が存在しており，犬伏ら

(2∞4)の報告と一致したさらにA層と埋没腐植層の聞に

は榛名二ッ岳由来の降下火山灰(西暦5∞から5日年)および

降下軽石(西暦5日から6∞年)と推察される磯層が出現した

(表1).

活性アルミニウム (AI)反応は果樹園と草地では±から+

++であったのに対し林地では±から++であり，果樹園

における高い活性Al反応を報告した犬伏ほか (2∞2)の結果

2)土壌炭素と微生物バイオマス炭素の比較

第 1層位のTCは林地A層で果樹園A1層に比べ高い結果を

示した両地点共にA2層(果樹園)， Bw層(林地)にかけ

て減少する傾向を示した(表2).一方，埋没腐植層上部で

はTCが再び増加する層位が認められた MBCもTCと同様に，

林地および果樹園はA層， A1層で高く，A2層， Bw層にかけ

て減少する傾向を示したが，埋没腐植層付近の2A層， 3A層

ではMBCが再び高まる層位が見出された

基質である炭素の可給性を表す指標であるh侶C汀Cは林地

で果樹園より高い傾向を示したが， TCとMBCは正の相闘を

示した(図 2). 2∞3年の調査においても，恥侶CとCO2放出

速度の聞に正の相聞が認められている(犬伏ほか2∞5) こ

れは微生物量と基質の利用性が相互に影響し合っているこ

とを反映しているためであると考えられる.また，埋没腐植

層でもMBC汀Cの聞に強い正の相関が認められたことから，

過去の腐植も土壌微生物の基質として利用されていること
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表 1 果樹園および林地における土壌断面調査表

地点番号 沼田農場果樹園にお ける土壌断面調査表

土壌名 黒ボク土 分土主壌亘 腐植質黒ボク土 調査日 2011.9.14 天候 晴 れ 調査者

調査地点 千葉大学森林環境園芸農場果樹園 千葉大学
緯度 N36" 44'03" E139 

土地利用・植生および付近の見取り図
経度 00'08.6" 

地質母岩 火山灰、軽石 堆様積式 風成、旬行成 気候 温帯湿潤気候

地形 山腹緩斜面凸型中部 標高 769m 傾斜 N30
0 

W9
0 

侵食 シート侵食、軽度 排水性 良好 地霞表揖
の

なし
人為 樹園地

深層界 土色 有機物 コンシスァンス 根 乾湿 反応

断 面 斑紋
粘可 ち 乾湿

キュー

層位 さ試料 1)湿 泥炭 土性 磯 構造
者塑 密 状状

孔隙 生物 地下
FeI! Mn AI pH 

備考
スケッチ 番号 2)乾 結核

性性 性 態態 タン 活動 水面

cm 黒炭

Oi も5ト一一一 ト一一←ー ト一一 ト一一

A1 8 10YR SCL E角、半風化 小豆角 軍事 弱 11 細小管状 細富小あり 半湿 士

A2 18 

険
2/3 細1%、小2% 中度 含む 中まれ大まれ

10YR LS 亜角、半風化 中粒状 中中 11 細あり小含む 半湿 ++ 

2BC 35 2/2 紐20%、小中1% 弱度 中あり大倉む
ト

10YR E角、半風化 中中 細あり小倉む 半湿 +++ 

¥ ト
58 4/4 細5%、小30%、中15助 中含大まれ

← 卜一 卜一一
3Bwl 

¥ 
10YR UC 亜角、半風化 大E角 中中 16 細小管状 細小まれ ;冨 +++ 

ト

4/6 IJ、1% 中度 含 む 中あり
ト 卜一一 卜一一 ト一一

3Bw2 80不・漸 10YR CL 亙角、半風化 中大E角 弱弱 15 細小管状 細小中大 半湿 ++ 
ト

卜¥4A 95・ 4/3 小 1怖 弱度 あり まれ
ト 卜一一

波そ

10YR CL なし 大亜角 なし極強 14 細小管状 中まれ 半湿 ++ 
ト

4/4 中度 あり
ト ト一一

その他 合同調査時の調査結果をそのまま転載している。

地点番号 地点5 沼田農場林地における土壌断面調査表

土壌名 砕土壌謂 調査日

調査地点 千葉大学森林環境園芸農場林地 所耕有作岩者

地質母岩 火山灰、軽石 主 要 風 成 、 旬 行 成 気候

地形 山腹斜面 標高

侵食 なし 排水性 良好 地露衰岩の

深層界 土色 有機物

断面 斑紋

層位 さ試料 1)湿 泥炭 土性 磯 構造
スケッチ 番号 2)乾 結核

cm 黒炭

ミいに
ロ5波状判

7.5YR2/1 富む L 
E角礎小中古む(半風化)

屑粒状

10 
波状判-75YJR2/2 一一一

富む
亜角警察小中掴宮(半風化)

屑粒状

35 
波状判

10YR3/4 含む fょし 信義土 E角

一一」一一一
塊(覇〉

陣¥唯i-LE一企型土与園士陸巨空75笠Y竺竪布笠S豆一一

あり L なし E角塊
(中)2.3

IST;/S 
含む CL なし E角填

(覇)2.3

65 あり CL なし
E角挽

5C .... 、 L 8〈弱.f)3A:1 

90 あり L なし E角填

一 〈胃)2.3

その他 合同調査時の調査結果をそのまま転載している。

が示唆された

永野ら (2013)は，沼田農場でのこれまでの土壌断面調査

では，地表から深さ50~65cmにおける埋没腐植層の出現お

よび果樹園における高い活d也生l反応が各年の調査で共通して

いたが， pH (H20)以外のほとんどの理化学'性および微生物

性は，植生の違い・層位の違いに関わらず調査年によって特

に表層で比較的大きな変動係数を示していたことを指摘し

その変動要因は沼田農場が傾斜地(傾斜100程度)に位置し

ているために，土壌の移動や標高の変化が起こりやすく，狭

い面積でも土壌理化学性に変化が起こると考えた.

2011.9.14 天候 晴れ 調査者

緯経度唐 土地利用・植生および付近の見取り図

冷温帯落葉広葉樹林気候 林地(二次林)

799m 傾斜 N45
0 

EW  コナラホオクリ

なし
人為 なし

コンシスァンス 才呈 乾湿 反応

車占 可 ち 乾湿
キュー

着 塑 密 状状
孔隙 生物 地下

FeI! Mn A1 pH 
備考

性 性 性 態態
タン 活動 水面

~ 1す 9 なし なし
小細閣官、中古

半湿 巴て
早田

~~ 

軍軍

車車

号自

車奇

耳目 10 なし なし 小細掴宮、中含、 半湿 +++ 
大あり

耳目 14 なし なし
小細含、中あり

半湿 +++ 

中 16 なし なし
小細含、中あり

半湿 +++ 

中 16 なし 細孔隙頗富
中小師あり

半湿 ++」+ 

中
A18 L一一一

なし 細孔隙頗富 半湿 +++ 小細あり

里一五「 体Lー
細孔隙頗富

小細あり 主主 一+「++ 

一方，]¥担C!TCの1次回帰式の傾きについては， Inubushi et 

al. (2∞5) も火山灰由来の黒ボク土壌で，非火山灰土壌に比

べ小さいことを示しており，黒ボク土に特有の有機物保護作

用5)(例えば活性アルミニウムと腐植の相互作用など)が下

層土も含めて機能していることを示唆している.

今後，沼田農場において物質循環を包括的に解明し長期

的に環境モニタリングしていくことが望ましい.
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果樹園および林地の層位別土壌炭素量と微生物バイオマス炭素量表2

MBC (g kg -1) 

果樹園 0.296 

0.145 

0.387 

0.336 

0.096 

0.071 

TC (g kg-I
) 

4l.9 

18.4 

48.7 

43.6 

31.1 

36.5 

深さ (cm)

0-8 

9-18 

18-35 

35-58 

58-80 

80-95+ 

層位

1

2

A

A

明

A

A

A

2

3

担

4

地点

0.613 

0.328 

0.168 

0.245 

63.9 

34.7 

24.5 

25.5 

0-10 

10-50 

50-65 

65-90+ 

A
L
m

払

弘

地林

2010年10月採取のため，層位名 i架さが表1とは一致しない部分がある.

和文抄録Yf= 0.0104 X -0.0494 

R2 =0.9773 

本報告では，千葉大学森林環境園芸農場(以下，沼田農場)

において， 2010年から2011年に実施された土壌調査の結果に

基づき，特に土壌断面での土壌炭素および微生物バイオマス

炭素の分布結果を報告した.両者とこれまでの報告結果を比

較し土壌炭素の貯留と微生物の活動について議論した.

沼田農場内にある果樹園，草地，林地の各1か所において，

土壌断面調査および、土壌理化学性・微生物性の分析を行った

理化学性および微生物性の分析には果樹園と林地の地表面

に最も近い層(第 1層位)から約 1mまでの各土層を供試し

た.土壌断面調査では，地表から深さ50から65cmにおける

埋没腐植層が認められ，土壌全炭素と微生物バイオマス炭素

は，果樹園と林地の下層土を含め，正の相関関係を示した

埋没腐植層中の有機物も土壌微生物の基質として利用され

ていることが示唆された.
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の関係， Yo:果樹園土壌のMBC，Yf:林地土壌の
MBC， R2:回帰決定係数

図2

注

1) Xu et al.(2∞4， 2∞'7， 2∞9)では，大気中の温室効果ガ

スの 1つ，メタンが森林土壌中で吸収される(地球上

での全メタン分解の約 1割を占めるとされる (IPCC))

機能に注目し，林地と果樹園で吸収能とそれに及ぼ

す窒素添加の影響を中国科学院大気物理研究所の徐教

授と共同で、行った調査実験を報告した.さらに林地土

壌中でのエチレン生成・分解に関する調査も実施した

2) 6大学は，明治大学・東京農工大学・日本大学・筑波大

学・首都大学東京を指し犬伏ほか (2∞4，2∞5)や永

野ほか (2013)の他，隅田ほか (2∞5)や竹迫ほか (2∞2)， 

Matsushima et al. (2009) も沼田農場や千葉大学海浜環境

園芸農場(以下，熱川農場)の土壌調査結果を報告し

辞

本稿を執筆するにあたり，これまで合同調査に協力頂いて

きた竹迫 紘(明治大学農学部)，岡崎正規*・豊田剛己(東

京農工大学大学院生物システム応用科学府，キ現在石川県立

大学)，鈴木創三・田中治夫(東京農工大学農学部)，隅田裕

明(日本大学生物資源科学部)，田村憲司(筑波大学大学院

生命環境科学研究科)，小崎隆・ JII東正幸・伊ケ崎健大(首

都大学東京大学院都市環境科学研究科)ならびに千葉大学森

林環境園芸農場原準之助の各氏ほか関係各位にこの場を借

りて御礼申し上げる.

語j
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ている.

3) Kong et al. (20l3a)では，ハンガリーのデブレッセン大学

農学部との共同研究として，沼田農場および熱川農場

の土壌を中心に松戸や九十九里の土壌も含め，デブレッ

セン周辺の土壌と，その温室効果ガス生成能や微生物

バイオマス量などを比較した.

4) Kong et al. (20l3b) では，国立環境研究所と共同で土地

利用形態と窒素添加がわが国火山灰土壌の一酸化三窒

素と二酸化炭素生成能に及ぼす影響について検討した.

すなわち，土地利用形態と窒素添加はー酸化二窒素

(NzO) と二酸化炭素 (C02)生成能に強い影響を及ぼ

しているが，その相互作用や支配因子は十分には解明

されていない.この論文ではこの 2つの要因がNzUと

CO2生成能と土壌の化学性と生物性に及ぼす影響を同時

に評価することを目指した.沼田農場の 3つの試験地

(リンゴ園，草地落葉樹林)から表土 (0-lOcm) を

採取し， O，30，150kgNhalyrI相当量の窒素を添加し

好気的に12週間培養した.土地利用形態はN20とCO2積

算生成能に有意 (P<O∞1)に影響し， リンゴ園土壌で

は草地土壌や森林土壌より高いN20とCO2生成能を示し

た正味の土壌窒素無機化速度はN20および~C02生成速
度と有意な正の相関関係を示したさらにN20生成速度

はCO2生成速度と正の相関関係を示した窒素無添加土

壌で、N20生成の支配土壌因子はアンモニア態窒素含量と

土壌微生物バイオマスC!N比であったのに対して. CO2 

生成では硝酸態窒素含量と可溶性有機態炭素含量で

あった 3種の土壌ともN20生成は窒素添加量や初期の

土壌有効態窒素量に応じて増加した.窒素添加のCO2生

成への影響は土地利用形態によって異なり， リンゴ園

土壌と森林土壌では減少したのに対して，草地土壌で

は増加したこの違いは土壌微生物バイオマスC!N比に

示されるように微生物相の違いによると考えられる.

好気的条件で試験土壌中のN20とCO2生成の主要な支配

因子は土壌窒素の無機化であった.

5) 例えばShiratoaI1d Taruyarna (2∞3) などで議論され，土

壌有機物の長期変動解析に活用されている.
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