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表紙写真の説明

普久川ダムから望むヤンバルの亜熱帯常緑広葉樹林地
林冠の優先種はスダジイ，イジュ，イス ノキなど．ヤンバルクイナに代表される豊かな自然を育んでいる．今
号掲載の研究ノート「冬季の沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地域における CO2｠フラックス｠の地点および観測日に
よる変動実態」をご覧下さい．
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改　　正　　後

全般的事項
 1．同左 1

 2．日本語の原稿は，A4判，25 字，26 行とし，上下左右
に 30 mm以上の余白をとる（4枚で 1ページになる）．

 3．日本語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじめ
に日本語で表題，著者名を書き，そのあとに英語で表
題と著者名（フルネーム）を書いてから本文を書き始
める．英語の表題は，冒頭の単語の頭文字のみを大文
字とし，それ以降は固有名詞等，特に大文字が必要な
場合を除き，すべて小文字とする．英語の著者名は名
の 1文字目および姓の全てを大文字で記す．また，第
1ページ下の脚注に，著者の所属機関と所在地を英語
で，Corresponding Author とする著者の氏名と所属
を日本語で記す．

 4．日本語の論文および研究ノートは，英語による表題・
著者名と本文との間に，英語で 300 words 以内の
Abstract と 5 個以内のKey words を入れる．

 5．日本語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を除く）
は，引用文献の後に日本語で 350 字程度の要旨，およ
び 5個以内のキーワードを書く．

 6．同左 6

 7． 英語の投稿原稿（ただし，書評を除く）は，
Manuscript title，Full names of authors を書いてか
ら本文を書き始める．著者名は First name の 1 文字
目およびFamily name の全てを大文字で記す．また，
第 1 ページ下の脚注に，Address of institutions of 
authors および Corresponding author を記す．

 8．英語の論文および研究ノートは，Full name of au-
thors と本文の間に 300 words 以内の英文Abstract
と 5 個以内の英語のKeywords を入れる．

 9．英語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評は除く）
は，引用文献の後に，日本語で表題と著者名，所属機
関，所在地，350 字程度の要旨，5個以内のキーワー
ドをつける．なお，著者が外国人のみのために日本語
部分の作成が困難な場合，英語部分からの和訳により，
編集委員会の責任でこれらを作成する．

10．英語の適正化はすべて著者の責任において行うこと．
自然科学論文の執筆や校正に経験のある英語のネイ

現　　行

 1．原稿は，日本語または英語で執筆する．

 2．日本語の原稿は，A4判，25 字，23 行とし，上下左右
に 30 mm以上の余白をとる（4枚で 1ページになる）．

 3．日本語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじめ
に日本語で表題，著者名を書き，そのあとに英語で表
題と著者名（フルネーム），所属機関，所在地を書い
てから本文を書き始める．また，第 1 ページ下の脚
注に，日本語で所属機関と所在地，5 個以内のキーワー
ドを書く．

 4．日本語の論文および研究ノートは，英語による所属機
関・所在地表記と本文の間に英語で 175 words 程度
のAbstract と 5 個以内のKey words を入れる．

 5．日本語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を除く）
は，本文の後に日本語で 350 字程度の要旨をつける．

 6．英語の原稿は，A4 判，ダブルスペースで作成する（約
600 words で 1 ページになる）．

 7．英語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじめに
Manuscript title，Full names of authors，Address 
of institutions of authors を書いてから本文を書き始
める．

 8．英語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を除く）
は，Address of institutions of authors と本文の間に
175 words 程度の英文Abstract と 5 個以内の英語の
Keywords を入れる．

 9．英語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，本文の後
に日本語で表題と著者名，所属機関，所在地，350 字
程度の要旨，5 個以内のキーワードをつける．なお，
著者が外国人のみのために日本語部分の作成が困難な
場合，英語部分からの和訳により，編集委員会の責任
でこれらを作成する．

「土壌の物理性」原稿執筆要領改正に伴う新旧対応表

改正部分はアンダーラインで記載（改正日：2012 年 12 月 20 日）



10．原稿には，閲読作業の効率化を図るため，本文に行番
号を 5行毎に書き入れる．

11．英語の適正化はすべて著者の責任において行うこと．
自然科学論文の執筆や校正に経験のある英語のネイ
ティブスピーカーによってチェックされている事が望
ましい．

12．閲読終了後に最終原稿を提出するときには，編集委員
会が指示する形式・媒体の文書ファイルを同時に送付
する．

13．本文は，章の見出しを 1.，2.，3.，節の見出しを 1.1，1.2，
1.3 ，項の見出しを 1.1.1 ，1.1. 2，1.1. 3 のようにする．

14．ゴシック，イタリック等の字体や上付き，下付き文字
など，まぎらわしい文字は，誤植防止のため鉛筆で指
定する．

15．略語，略号を使うときには，はじめにそれが出たと
きに正式名称とともに示す（例 : 陽イオン交換容量
（CEC））．

16．単位の使い方は，国際単位系（SI）による．

17．日本語の原稿では，図，表，写真の番号は図 1，表 2，
写真 3 のように書く．英語を並記する場合は，Fig. 1，
Table 2，Photo. 3 のように書く．英語の原稿では，図・
写真ともFig. 1，表はTable 2 のように書く．

18．日本語の論文，研究ノートの場合，図，表，写真の題
名には英語を併記する．

19．図，表，写真は必要最小限度とし，同一事項を表と図
に重複して表示する事は避ける．

20．図，表，写真は 1 枚毎にA4 判で作成するか，または
A4 判の紙に貼り付ける．余白に著者名と図表等の番
号を鉛筆で記す．

ティブスピーカーによってチェックされている事が望
ましい．

11．閲読終了後に最終原稿を提出するときには，編集委員
会が指示する形式の電子ファイルを送付する。

本文

12．同左 10

13．章の見出しは 1.，2.，3.，節の見出しは 1.1，1.2，1.3，
項の見出しは 1.1.1，1.1. 2，1.1. 3 のようにし，字体は
ゴシック体とする．

14．同左 15

15．同左 16

図表

16．日本語および英語の原稿ともに，図または写真の番号
はFig. 1，表はTable 2 のように書く．

17．同左 18

18．同左 19

19．図，表，写真は 1ページに 1つずつ貼り付け，余白に
図表等の番号を記す．



21．図と写真はそのまま製版されるので，鮮明なものを提
出する．

22．図は 1/2 倍などとおよその縮小率を指定し，2 倍くら
いに大きく書く．図の線の太さや文字の大きさは，刷
り上がりの大きさを考慮して決める．

23．地図や顕微鏡写真には定尺をつけ，縮尺や倍率はつけ
ない．

24．図，表，写真の番号と題名は，別紙にまとめて一覧表
とする．

25．本文中で文献を引用する場合は，著者名（西暦），また
は（著者名，西暦）とする（例 :Tanaka （1994），（Na-
kamura and Suzuki， 1981））．著者が 3名以上の場合
は第1著者名のあとに ‒ ら，またはet al．をつける（例：
山田ら（1978），（Tayler et al . , 1945））．

26．引用文献は，本文のあとに著者名のABC 順に書く．
未発表，私信は引用文献として記載しない．

27．引用文献の書き方は以下のようにする．

Bouma, J. and Dekker, L. W. （1978）：A case study on in-
fi ltration into dry clay soil, I.Morphological observations. 
Geoderma, 20：27‒40.
FAO （1988）： Revised legend of the FAO-UNESCO Soil 
Map of the World. p.119, FAO, Roma.
岩田進午（1970）：土壌物理とペドロジー．ペドロジスト， 
14：28‒33．
山崎不二夫監修（1969）：土壌物理． p.55， 養賢堂，東京．
（雑誌のページには p. や pp. をつけない．本の単数ページ
を示す場合には p.，複数ページを示す場合には pp. をつけ
る）

20．図と写真はそのまま組版されるので，鮮明なものを提
出する．

21．同左 22

22．同左 23

23．同左 24

引用文献

24．同左 25

25．同左 26

26．引用文献の書き方は以下のようにする．

<雑誌 >

森本聡，永田修，川本健，長谷川周一（2009）：泥炭林土
壌の温室効果ガスの生成と消失．土壌の物理性，113：
3‒12．
Fujimaki, H., Ando, Y., Cui, Y. and Inoue, M. （2008） ：Pa-
rameter estimation of root water uptake model under 
salinity stress. Vadose Zone Journal, 7：31‒38.
Millington, R. J. and Quirk, J. P. （1959）：Permeability of po-
rous media. Nature, 183：387‒388, doi：10.1038/183387a0.
Bittelli, M., Flury, M. and Campbell, G. S. （2003）：A ther-
modielectric analyzer to measure the freezing and mois-
ture characteristic of porous media. Water Resour. Res., 
39（2）：W1041, doi：10.1029/2001WR000930.

< 単行本 >

Tinker, P. B. and Nye, P. H. （2000） : Solute movement in 
the rhizosphere, p.308. Oxford University Press, New 
York.
土壌環境分析法編集委員会編（1997）：土壌環境分析法，pp. 
129‒138．博友社，東京．
松森堅治（2005）：地理情報システムを用いた窒素負荷予測
モデル．波多野隆介・犬伏和之編　続・環境負荷を予測す
る，pp. 60‒79．博友社，東京．
Jury, W. A. （1996）：Stochastic solute transport model-
ing trends and their potential compatibility with GIS. In 
Corwin,D.L.and Loague, K. （ed.） Applications of GIS to 
the modeling of non-point source pollutants in the vadose 
zone, pp.57‒67. SSSA Special Publication No.48, Madison.



28．本要項のほか，科学技術情報流通技術基準（SIST）
に準拠する．

（2004. 6. 29 改正）

<Web ページ >

FAO-AGL （2000）：Global extent and location of sodic 
soils. Available at http://www.fao.org/ag/AGL/agll/
prosoil/sodic.html.（確認年月日）
野菜茶業研究所（2006）：野菜の硝酸イオン低減化マニュア
ル．http ://vegetea.naro.affrc.go.jp/joho/manual/shou-
san/index.html.（確認年月日）
（雑誌のページには p. や pp. をつけない．本の単数ページ
を示す場合には p.，複数ページを示す場合には pp. をつけ
る）

その他

27．本要領のほかは，科学技術情報流通技術基準（SIST）
に準拠する．

（2012. 12. 20 改正）



巻 頭 言

土壌物理学とは何だろうか
石黒宗秀 1

このタイトルは，朝永振一郎の名著「物理学とは何だろうか」（岩波新書）からあつかましくも拝借したようなも
のですが，私の方は，土壌物理学とは何だろうかと，そのタイトル通りさまよっている状態です．
土壌物理学を，その文字通りとらえると，土壌を対象とする物理学ですので，まずは物理学とは何かを朝永の著書
から抜き出してみます．朝永は，物理学という学問は，現在にいたるまで絶えず変化しており，将来も変化するにち
がいないから定義することは不可能としています．しかし，その対象やゲームのおおよそのルールや守備範囲を規定
して，さしあたり，「われわれをとりかこむ自然界に生起するもろもろの現象－ただし主として無生物に関するもの－
の奥に存在する法則を，観察や実験事実に拠りどころを求めつつ追求すること．自然の法則を数学的に表現すること，
そして個々の法則をばらばらに発見するだけでなく，そのなかから最も基本的なものをいくつか選び出し，それから
他の法則が導き出されるような体系をつくること」としています．自然界に生起するもろもろの現象を扱うので，土
壌も当然その中に含まれます．例えば拡散現象は，土壌中にも，水中にも，大気中にも生じるので，物理学の知見は
当然土壌を対象とする場合に必要不可欠となります．アインシュタインは，1905 年に，科学の世界に革新をもたら
す相対性理論，光量子論，ブラウン運動の理論（拡散理論）を一度に発表したので，この年を奇跡の年とよぶことが
ありますが，そのうちのブラウン運動の理論は，われわれ土壌の研究者にとっても，大変重要な理論となっています．
土壌圏は，他と比べて特徴があるため対象として区別することはありますが，特殊な場だからといって，例えば熱力
学の諸法則が成立しないということは有り得ません．土壌中の諸現象を対象にする場合，物理学の基本法則を理解し
ておくことは，言うまでもなく重要なことです．土壌中で起こっている基本的な物理現象を理論的に明らかにすれば，
それは土壌以外の物質にも当てはまるでしょうし，それは土壌物理学の枠にとどまりません．例えば，岩田進午は，
湿潤土壌表面近傍数 nm の溶液相において高圧となることを明らかにしましたが，これはナノサイエンス・ナノテク
ノロジー分野でその後注目されるようになる現象です．ただし，発表論文が土壌科学の専門誌であったため，残念な
がら他分野からは注目されず，これとは別に発展しています．このような土壌物理学の枠を超える研究もありますが，
それによって当然ながら土壌物理学も発展します．
一方，土壌の研究者の多くは，土壌を他とは異なる特殊なものととらえることが多いように思います．これは，土
壌が母材・気候・生物活動など多様な要因によって歴史的過程を経て現在あることの反映でしょう．土壌をその場か
ら取り出すと，それは土壌ではなく，単なる材料となると指摘を受けることもあります．取り出してしまうと，なる
ほど，最早その歴史的変化から切り離すことになってしまいます．また，取り出して乱してしまった土を実験に用い
ると，土壌構造が変化するのですから，かなり異なるものとなるでしょう．しかし，ガリレオは実験を導入して，物
理学に飛躍的な進歩をもたらしました．そのことを考えると，条件を単純にすることによって，ある現象の本質を明
らかにする実験が如何に重要かわかります．ガリレオは，物体の落下運動は，走行距離が時間の 2 乗に比例する加速
運動であることを，斜面に球体をころがすことによって発見しました．ここで，自然な落下と斜面のころがりは同じ
ではないから意味がないなどと皮相的な相違にとらわれてしまっていたなら，科学の発展はなかったでしょう．科学
の発展を歴史的に振り返って思索することも，今後の学問の発展にとって意義のあることだと思います．
要素還元的に，現象をとらえることが今後とも大変重要と考えます．一方で，複雑多様な土壌を，ありのままとら
えていくことも大切な方向のようです．朝永は，先の著書の中で，物理学と地球物理学を対比しています．物理学者
は，ノーベル賞のメダルの絵柄のように，実験という直接的な方法で自然の女神のベールをめくってじかに見ようと
するのですが，地球物理学者はベールをめくるような失礼なことはしないで外からいろいろ見て，どんな顔であろう
かということを知ることができる．そうして，大陸の移動やプレートテクトニクス，地震のメカニズムがわかってき
たと述べています．もちろん，それが明らかになってきた過程では，科学技術の発展に伴ってよい測定法ができたり，
基礎学問の適用があったりします．土壌よりもきれいな系を扱うコロイド科学の研究においてさえ，コロイド現象は
要素還元的方法のみで扱うには限度があると指摘されています．土壌物理学においても，要素還元的でない方法でと
らえることも大切ですが，これ自体も険しく困難な道のようです．土壌の研究分野でも，丹念な測定によって，これ
まで知られていなかったような現象が明らかになりつつあるようです．今後の発展が期待されます．
土壌は，無機物だけでなく，いろんな有機物が含まれ，生物が活動しています．有機物に関する化学や，生物学は，

1北海道大学大学院農学研究院



土壌物理学者には得意でないところですが，全体としては，これを無視して土壌は語れません．物質移動を研究する
と，化学分析が必要になりますし，生物活動による分解合成反応もかかわってきます．これにまともに取り組もうと
すると，化学や生物学の方法もしっかり取り入れることになり，また真に革新的な研究に至るには，最先端の科学の
知識や，従来と異なるスケールの見方が必要になるに違いありません．ふとふりかえると，自分は土壌物理学者なの
か何なのかとまどってしまうことになります．しかし，元来，科学は自然を知ることが目的であり，物理学の対象も
われわれをとりかこむ自然界に生起するもろもろの現象ですから，複雑多様な土壌を研究対象にするということは，
科学および物理学の原点に回帰していると言えなくもありません．化学反応も，熱力学を通して見ると，熱力学的平
衡定数でとらえられます．生命現象は，エネルギーや物質のやり取りと化学反応によって成立しています．これらも
物理学の扱う範囲ととることも可能です．これまでの科学の発展がそうであったように，蓄積された科学知識を大切
にしながら，従来の考えにとらわれない自由な発想によって学問の大きな発展が可能となるのでしょう．目先の業績
評価で厳しい昨今ですが，自由な良い研究環境を作っていきたいものです．
読者の皆さんの多くは，農学，工学，環境科学に籍を置く方が多いでしょうから，「土壌物理学とはなんだろうか」

とおおげさなタイトルを掲げておきながら，とりとめが無く，実学とのかかわりにも全く触れなかったことにご不満
があるかもしれません．これ以上はなしを発散させるのもどうかと思いますので，ここでは，優れた技術の背景には，
優れた科学の基礎がある歴史的事実を指摘する程度でご勘弁いただきましょう．
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土壌構造評価のための軟X線画像法
―微細粒試料の「土壌面密度」―

廣住豊一 1・黒澤俊人 2・成岡　市 1

Soft X‒ray digital radiography for soil structure:

“area density of soil” of fi ne sand, silt and clay

Toyokazu HIROZUMI1, Toshihito KUROSAWA2 and Hajime NARIOKA1

Abstract : In this paper, authors proposed "Area Den-
sity of Soil" （ADoS） which was a new concept for soil 
structure. ADoS was defined as weight of the solid 
phase per unit area. In addition, authors investigated 
how to measure ADoS by using Soft X‒ray Digital Ra-
diography （SXDR）. Increase of specimen thickness 
and dry bulk density increased gray level of pixels in 
soft X‒ray digital image. Increase of ADoS also in-
creased average of gray level of pixels in the image. 
The approximate expression to estimate ADoS from 
average of gray level of pixels in the image was a lin-
ear function. The values calculated by the function 
were fit in ones measured. This fact provided us a 
measuring technique of ADoS by using SXDR.
Keywords : Soft X‒ray Digital Radiography（SXDR），
Soil Structure, Area Density of Soil（ADoS），Specimen 
Thickness, Dry Bulk Density

1. はじめに

　粘土など微細粒径の土粒子を含む土壌は乾燥収縮や湿
潤膨張によってその形状や体積が変化する．また，この
変化によって土粒子や団粒の配列様式など土壌内部の構
造も変化する．そして，この土壌構造の変化は排水性・
保水性・通気性・土壌硬度などに大きな影響を与える．
　土壌構造の測定法は測定対象とする土壌構造や用いる
手法に応じて様々な方法がある（たとえば，日本第四紀
学会，1993；Childs and Collis‒George，1950；ASTM In-
ternational，2004 など）．なかでも，1970 年代に利用が
始まったX線を用いる方法は土壌の内部構造を非破壊で
測定できるため有用性が高い（Rogaar and Thiadens, 
1975；Anderson, 1979）．このX線を用いた土壌構造測
定法のひとつにX線 CTによるものがある（たとえば，
Petrovic et .al . , 1981；Cassel et .al . , 1990；Sander et .al . , 
2008など）．近年ではX線CTの持つ課題のひとつであっ
た解像力にも大きな進歩がみられる（たとえば，Tip-

pköttera et .al . , 2009 など）．しかし，X線 CTは仕組み
が複雑，装置が高価などの課題がある．
　これに対して，波長の長い軟X線を用いる方法があ
る．この方法によって土壌構造に関する多くの知見が明
らかにされた（たとえば，成岡ら，1988；Mori et . al .，
1999 など）．しかし，これらは土壌粗間隙構造が主対象
であり，土壌基質構造に対する測定は土壌の堆積様式の
観察（日本第四紀学会，1993）にみられる程度であった．
　土壌粗間隙構造はそのひとつひとつを幾何学的に認識
できるため，数・大きさ・形状・方向・位置などを用い
て定量的に表現することができる．一方，土壌基質構造
は大きさや形状の異なる多数の一次粒子や団粒が幾重に
も折り重なって形成されたものであるため，土壌粗間隙
構造のように幾何学的な表現方法を用いることは難し
い．
　そこで筆者らは，土壌の軟X線影像には，土粒子お
よび団粒の配列様式またはそれらの重畳様式，すなわち
土壌基質構造が投影されていることに着目した．そして，
軟X線影像をデジタル化し，画像解析することで土壌
基質構造を定量化できる「軟X線画像法」を開発した（廣
住ら，2011a）．
　前報（廣住ら，2011b）では，ガラスビーズや砂のよ
うな粗大粒径試料に対して本法を適用し，土壌粒子の幾
何学的性質である粒径を測定できることを示した．
　これに加えて，土壌粒子の充填様式を評価できれば，
本法は土壌基質構造測定法として利用価値がより高ま
る．
　そこで本論では，土壌粒子の充填様式を表現する概念
として，「土壌面密度」を新たに定義した．そして，微
細粒土を対象とした軟X線画像法による土壌面密度の
測定法について検討した．

2. 土壌面密度の定義と測定原理

　2. 1 土壌面密度の定義
　本論では，土壌基質構造のうち，土粒子の重畳および
充填様式を表現する新たな概念として，「土壌面密度（ρA, 
Area Density of Soil）」を提案する．
　土壌面密度ρAは「土壌の単位面積あたりの固相の質
量」として次式のように定義する．

1Graduate School of Bioresources, Mie University, 1577 Kurimam-
achiya‒cho, Tsu‒shi, Mie, 514‒8507 Japan. Corresponding au-
thor：廣住豊一，1 三重大学大学院生物資源学研究科
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ρA =

Ms
　　　　　　　　　　　　　At 

（1）

　ρA：土壌面密度（kg m‒2），Ms：固相の質量（kg），
At：面積（m2）
　土壌面密度 ρA はある平面範囲に含まれる固相すなわ
ち土粒子の量を示す値である．したがって，土壌粒子の
密度が既知であれば，ρAからこの範囲の固相体積を求め
ることができる．さらに，この範囲の体積が既知であれ
ば，この範囲の間隙体積・固相率・間隙率・間隙比など
土壌の充填状態に関する種々の情報を得ることができ
る．
　また，土壌面密度ρAは土壌の厚さ t および乾燥密度
ρを用いて次式のように表すこともできる．

　　　　　　　　　　ρA = ρ・t （2）

　ρA：土壌面密度（kg m‒2），ρ：乾燥密度（kg m‒3），t：
厚さ（m）
　土壌の厚さ t は土壌の対向する両端面間の距離であ
る．また，乾燥密度 ρは単位体積あたりの固相質量と
定義される（土壌物理学会，2002）．このことから，試料
の厚さ方向のみに体積変化が生ずると仮定したとき，乾
燥収縮などによって t が減少するとρが増加し，あわせ
て間隙率が減少する．したがって，ρAは単位面積あたり
の土壌がもつ総間隙量の情報を含んでいると考えられる．
　土壌面密度ρAはある平面範囲における固相量・間隙
量・間隙比など土壌の充填状態を表す値であることから，
土壌基質構造の平面的な分布様式や二次元方向の変化の
表現に適している．このことから，ρAは土壌基質構造の
平面的な不均一性の評価にも利用できる．
　2. 2 土壌面密度の測定原理
　（2）式で示したように土壌面密度ρA は土壌の厚さお
よび乾燥密度によってその値が変化する．同様に，物体
に照射したX線の透過量は物体の厚さおよび密度など
によって変化する．したがって，X線は土壌面密度ρA 
の測定に適していると考えられる． 
　ある物体に対して単一エネルギーのX線を照射した
とき，その透過量は次式で表される（三枝ら，2001）．

　　　　　　　　　　I = I0e－μt （3）

　I：物体を透過したX線量，I0：物体に照射したX線量，
μ：線減弱係数（m‒1），t：物体の厚さ（m）
　また，線減弱係数μは次式で表される（日本アイソトー
プ協会，1992）．

　　　　　　　　　μ=σρNA
　　　　　　　　　　　　　A 

（4）

　σ：物体の断面積（m2），ρ：物体の密度（g m‒3），
NA：アボガドロ数（mol‒1），A：モル質量（g mol‒1）
　（2）～（4）式より，土壌に照射したX線の透過量は
土壌面密度ρAと負の相関にあると考えられる．
　以上を踏まえて，本論では微細粒土を対象として試料
の厚さおよび乾燥密度と軟 X線画像との関係を調べ，
軟X線画像法による土壌面密度測定について検討する．

3. 材料と方法

　試料には，篩い分けによって 0.074 mm以上の粒子を
除去したセメント用の川砂（以下「砂」とする），三栄シ
リカ社製珪石粉末 SP‒35（以下「シルト」とする），ナカ
ラ イ テ ス ク 社 製 ベ ン ト ナ イ ト（Code 03923‒85，
Bentonite；以下「ベントナイト」とする），ナカライテス
ク社製カオリナイト（Code 19829‒45，Kaolinite；以下「カ
オリナイト」とする）の 4種類を使用した．それぞれの
試料の粒径・含水比・土粒子密度をTable 1 に示す．
　試料容器には，矩形のポリスチレン製容器（縦横約
27.5 mm，深さは適宜調節）を用いた．
　試料は，均一になるように突き固めながら，試料容器
の摺り切りまで充填し，表面をナイフで丁寧に整形した．
また，試料は軟X線撮影ごとに充填しなおした．その
とき，突き固め回数を変えることで軟X線撮影ごとに
試料の乾燥密度を変化させた．
　試料の厚さおよび乾燥密度の算出に必要な試料容器の
深さおよび容積は，あらかじめ試料容器の内寸法を測定
することで求めた．
　以上の操作で充填した試料は，ソフテックス社製
DCTS‒7003 およびフジフイルム社製工業用X線フィル
ム IX FR（以下「フィルム」とする）を用いて軟X線撮
影した．撮影方法は造影剤を使用しない単純撮影とし，
撮影条件はX線管電圧 40 kV，X線管電流 1.5 mA，照
射時間 60 s，FFD 500 mmに設定した．
　撮影したフィルムの現像には，ニックス社製自動現像

Specimen Particle Size（mm）Particle Density（Mgm‒3） Water Content（kg kg‒1）
Sand < 0.074 2.68 0. 004
Silica Powder 0.019（median） 2.67 < 0. 001
Bentonite 0. 010（median） 2.72 0.080
Kaolinite 0. 005（median） 2.74 0.003

Table 1　試料一覧．
Specimens.
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Fig. 1　試料の厚さの違いによる走査線上の画素濃度階調値変化．図中の t は試料の厚さ（mm），ρは乾燥密度（Mg 
m‒3）．（S）砂，（Si）シルト，（B）ベントナイト，（K）カオリナイト．
Eff ect of specimen thickness on gray level of pixels on scanning line on soft X‒ray digital image. t is specimen 
thickness（mm），ρ is dry bulk density（Mg m‒3）．（S）sand,（Si） silica powder,（B）bentonite,（K）kaolinite.

Fig. 2　試料の乾燥密度の違いによる走査線上の画素濃度階調値変化．図中の t は試料の厚さ（mm），ρは乾燥密度
（Mg m‒3）．（S）砂，（Si）シルト，（B）ベントナイト，（K）カオリナイト．
Effect of dry bulk density on gray level of pixels on scanning line on soft X‒ray digital image. t is specimen 
thickness（mm），ρ is dry bulk density（Mg m‒3）．（S）sand,（Si）silica powder,（B）bentonite,（K）kaolinite.
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機Hi‒RHEIN RH‒9001 を使用し，現像液温度 28 ℃，現
像時間 180 s に設定した．
　フィルム上に投影された軟X線影像は，既報（廣住ら，
2011a）の方法でデジタル化した．スキャン条件は，16
ビットグレースケール，解像度 1200 dpi（画素の一辺長
0.0212 mm）に設定した．スキャナのアスペクト比は 1：
1であった．
　デジタル化した試料画像は一辺 1248 pix（26.4 mm）
の正方形の「軟 X線画像」として画像解析に供した．
軟X線画像作成時には，試料の軟X線影像の陰影の中
心が軟X線画像の中央に位置するようにした．
　軟X線画像の画素濃度は，黒を最小値 0，白を最大値
の 1とし，その間を 65536 段階に離散化した「濃度階調
値」とした．フィルムはX線によって黒く感光するため，
濃度階調値が低いほどX線透過量が多いことを示す．
　 画 像 解 析 で は，INRIA 製 数 値 計 算 シ ス テ ム
Scilab‒4.1. 2 および Scilab 用画像処理ツールボックス 
SIP‒0.4. 0 を援用し，以下の処理を行った．
（1）走査線上の画素濃度抽出
 軟 X線画像に走査線を設定し，中心画素を含む左右
方向一直線の画素列を抽出した．

（2）高速フーリエ変換
 高速フーリエ変換により走査線上の画素濃度変化の

周期性を解析した．上記（1）で抽出した画素列の濃
度階調値の増減を信号波形とみなし，これを入力信
号として処理した．

（3）セミバリオグラム解析
 セミバリオグラム解析により走査線上の画素濃度の
空間的相関性を解析した．上記（2）の高速フーリエ
変換と同様に，上記（1）で抽出した画素列の濃度階
調値を入力信号として処理した．

（4）濃度階調値の三次元表示
 格子分割法（廣住ら，2011a）により濃度階調値の空
間分布を可視化した．格子寸法は上記（3）で求めた
画素濃度の空間的相関性をもとに決定した．

（5）濃度階調値の統計処理
 軟 X線画像上に正方形の解析対象範囲（以下「解析
枠」とする）を設定し，解析枠内の平均濃度階調値
を求めた．そして，解析枠の大きさを増減させ，解
析枠内の平均濃度階調値の変化を調べた．解析枠の
中心は軟X線画像の中心に合わせた．

4. 結果と考察

　4. 1 試料の厚さおよび乾燥密度と画素濃度
　走査線上の濃度階調値に対する解析によって，試料の
厚さおよび乾燥密度が軟X線画像の画素濃度に与える

Specimen Approximation r2

Sand gl x = 0.0433 t + 0.0250 0.999
Silica Powder gl x = 0.0403 t + 0.0182 0.997
Bentonite gl x = 0.0374 t + 0.0150 1.000
Kaolinite gl x = 0.0264 t + 0.0299 0.998

Table 2　試料厚 t と走査線上の平均画素濃度階調値 gl x の関
係式（Fig. 3）．r2 は決定係数．
Approximation between t, specimen thickness and gl x, aver-
age of gray levels on scanning line（Fig. 3）．r2, coeffi  cient of 
determination.

Specimen Approximation r2

Sand gl x = 0.1539ρ + 0.0917 ―
Silica Powder gl x = 0.1501ρ + 0.0527 ―
Bentonite gl x = 0.1685ρ + 0.0498 ―
Kaolinite gl x = 0.1528ρ + 0.0254 ―

Table 3　乾燥密度ρと走査線上の平均画素濃度階調値 gl x の
関係式（Fig. 4）．r2 は決定係数．
Approximation betweenρ，dry bulk density and gl x, average 
of gray levels on scanning line（Fig.4）．r2, coefficient of 
determination.

Fig. 3　試料の厚さ t と走査線上の平均画素濃度階調値 
gl x．▲砂，◇シルト，□ベントナイト，■カオリナイト．
t, specimen thickness and gl x，average of gray levels 
on scanning line. ▲ sand, ◇ silica powder, □ bentonite, 
■ kaolinite.

Fig. 4　試料の乾燥密度ρと走査線上の平均画素濃度階
調値 gl x．▲砂，◇シルト，□ベントナイト，■カオリナ
イト．
ρ，dry bulk density and gl x, average of gray levels on 
scanning line. ▲ sand, ◇ silica powder, □ bentonite, ■ 
kaolinite.
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影響を調べた．
 各試料の走査線上の画素濃度変化を Figs. 1, 2 に示す．
横軸は走査線左端からの距離 x mm，縦軸は走査線左端
から x mm離れた位置の濃度階調値 gl x である．また，
同図は試料の種類ごとに整理してまとめた．
　Fig. 1 では，試料の厚さが画素濃度に与える影響をみ
た．同図では，ρの差が 0.05 Mg m‒3 以下かつ t の差が
2 mm以上の走査線の組み合わせを試料の種類ごとに選
択した．
　Fig. 2 では，試料の乾燥密度が画素濃度に与える影響
をみた．同図では，t の差が 0.3 mm以下かつρの差が
0.1 Mg m‒3 以上の走査線の組み合わせを試料の種類ごと
に選択した．
　Figs. 1, 2 によると，gl x は，ρが同等の条件では t が大
きいほど，また t が同等の条件ではρが大きいほど，高
い値を示した．
　Fig. 1 を用いて求めた t と gl x の平均値 gl x との関係を
Fig. 3 に示す．いずれの試料の種類でも gl x は t と正の
相関があり，この関係はTable 2 に示した一次関数で近
似できた．この近似式は試料の種類ごとに異なった．こ
れらの一次関数の傾きは砂＞シルト＞ベントナイト＞カ
オリナイトの順に大きかった．これは試料粒径の序列と
合致した．

　Fig. 2 を用いて求めたρと gl x の平均値 gl x との関係を
Fig. 4 に，ρと gl x との関係を表す一次関数をTable 3 に
それぞれ示す．ρと gl x の一次関数は，いずれの試料
の種類でも正の傾きを持ち，傾きの大きさは試料の種類
ごとに異なった．
　以上のことから，（3），（4）式のとおり，試料を透過す
るX線量は試料の厚さおよび乾燥密度と負の相関があ
ることが確認できた．
　4. 2 画素濃度の増減
　Figs. 1, 2 の gl x はいずれの試料の種類・厚さ・乾燥密
度においても，xの変化とともに増減を繰り返す傾向が
あった．Figs. 1, 2 の（Si），（B），（K）の各グラフによると，
シルト・ベントナイト・カオリナイトではその増減の変
動幅はほぼ同じであった．これらに対して，Figs. 1, 2
の（S）のグラフによると，砂の変動幅はやや大きかった．
　Fig. 1 を用いて求めた t と gl x の標準偏差σglx の関係
を Fig. 5 に示す．いずれの試料でもσglx は t と正の相関
があり，この関係はTable 4 に示した一次関数で近似で
きた． 
　Fig. 2 を用いて求めたρと gl x の標準偏差σglx との関
係を Fig. 6 に，ρとσglx との関係を表す一次関数を
Table 5 にそれぞれ示す．ρとσglx の一次関数はいずれ
の試料の種類でも正の傾きを持っていた．

Fig. 5　試料厚 t と走査線上の画素濃度階調値の標準偏
差σglx．▲砂，◇シルト，□ベントナイト，■カオリナイト．
t, specimen thickness and σgl x , standard deviation of 
gray levels on scanning line. ▲ sand, ◇ silica powder,
□ bentonite, ■ kaolinite.

Fig. 6　乾燥密度ρと走査線上の画素濃度階調値の標準
偏差σglx．▲砂，◇シルト，□ベントナイト，■カオリナ
イト．
ρ，dry bulk density and σgl x , standard deviation of 
gray levels on scanning line. ▲ sand, ◇ silica powder, 
□ bentonite, ■ kaolinite.

Specimen Approximation r2

Sand σglx = 0. 0017 t + 0.0026 0.949
Silica Powder σglx = 0. 0011 t + 0.0042 0.935
Bentonite σglx = 0. 0009 t + 0.0055 0.980
Kaolinite σglx = 0. 0006 t + 0.0040 0.970

Table 4　試料厚 tと走査線上の画素濃度階調値の標準偏差σglx

の関係式（Fig. 5）．r2 は決定係数．
Approximation between t, specimen thickness and σglx, stan-
dard deviation of gray levels on scanning line（Fig. 5）．r2, co-
effi  cient of determination.

Specimen Approximation r2

Sand σglx = 0. 0288 ρ－ 0.0213 ―
Silica Powder σglx = 0. 0108 ρ－ 0.0043 ―
Bentonite σglx = 0. 0079 ρ + 0.0008 ―
Kaolinite σglx = 0. 0036 ρ + 0.0041 ―

Table 5　乾燥密度ρと走査線上の画素濃度階調値の標準偏差 
σglx の関係式（Fig. 6）．r2 は決定係数．
Approximation between ρ，dry bulk density and σglx, stan-
dard deviation of gray levels on scanning line（Fig. 6）. r2, co-
effi  cient of determination.
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　これらのことから，試料の厚さおよび乾燥密度に連動
して gl xの増減の変動幅が大きくなることが確認できた．
また，近似式に用いた一次関数の傾きは砂＞シルト＞ベ
ントナイト＞カオリナイトの順に大きかった．これは試
料粒径の序列と合致した．
　次に，Fig. 1 の gl x に対して高速フーリエ変換を適用
し，画素濃度変化の周期性を調べた．
　その結果を試料の種類・厚さごと整理してFig. 7 に示
す．横軸は周期Tmm，縦軸はその周期におけるフー
リエ振幅スペクトル F（T）である．ここでは gl x の細か
な増減をみるためT の範囲はT＜ 2とした．
　砂では F（T）はTと正の相関があった（SH，SM，SL）．
しかし，シルト・ベントナイトでは砂に比べてその傾向
は弱かった（SiH，SiM，BH，BM）．また，t が小さいものや
カオリナイトではこの傾向はみられなかった（SiL，BL，

KH，KM，KL）．
　T‒F（T）の近似式とその決定係数，F（T）の標準偏差
をTable 6 に示す．
　T‒F（T）の近似式 F（T）=α・logT + β はいずれも 
α＞ 0であった．このことから，Tが大きいほど F（T） 
も大きくなる傾向が確認できた．また，砂ではα＞ 0.3 
であったが，シルト・ベントナイト・カオリナイトでは 
α＜ 0.2 であった．このことから，Tが大きいほど F（T）
も大きくなる傾向は，砂において顕著であるが，シルト・
ベントナイト・カオリナイトでは弱いことがわかった．
　F（T）の標準偏差σF（T）は，砂ではσF（T）＞ 0.15 であっ
たが，シルト・ベントナイト・カオリナイトではσF（T）
0.1 であった．このことから，砂はシルト・ベントナ
イト・カオリナイトより F（T）の変動が大きいことがわ
かった．

Fig. 7　高速フーリエ変換の適用結果．図中の t は試料の厚さ（mm），ρは乾燥密度（Mg m‒3）．図中の直線は直線近似した
もの．
Result of FFT analysis for gray level of pixels on scanning line on soft X‒ray digital image. t is specimen thickness（mm）, 
ρ is dry bulk density（Mg m‒3）．Straight lines are collinear approximations.
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　これらの結果をまとめると，以下のとおりであった．
（1）砂では，画素濃度変化はある程度の周期性を持って

いる．
（2）シルト・ベントナイト・カオリナイトでは，画素濃

度変化は周期性に乏しい．
　ガラスビーズや砂のような粗大粒径の試料では，粒径
と画素濃度の変動幅に密接な関係があった（廣住ら，
2011b）．しかし，本論で用いた砂以外の微細粒試料では，
画素濃度の増減幅に顕著な違いはなく，画素濃度変化も
周期性に乏しかった．
　均一粒径に近い試料では，粒径が画素濃度階調値の変
化に周期性を与える大きな要因であると考えられる．し
かし，本論で用いた試料のうち，シルト・ベントナイト・
カオリナイトの中央粒径はいずれも解像度の下限値とな
る画素寸法 0.0212 mm より小さかった．したがって，
軟X線画像では，これらの試料の粒子の幾何学的変化
を捉えられず，画素濃度変化に周期性が現れなかったと
考えられる．
　4. 3 画素濃度の不均一分布
　Figs. 1, 2 の gl x の変化にはいくつかの傾向があった．
たとえば，試料中央部の gl x が試料両端部の gl x より高
いもの，逆に試料中央部の gl x が試料両端部の gl x より
低いもの，試料左端または右端の gl x が反対側の gl x よ
り高いものなどである．これは試料の充填時に生じた試
料厚や乾燥密度の不均一性によると考えられる（廣住ら，
2011a）．
　そこで，格子分割法を用いて画素濃度変化を三次元座
標上に表示し，軟X線画像全面における画素濃度分布

の不均一性を可視化した．格子分割法では軟X線画像
を分割する格子の寸法によって特徴を抽出できる土壌構
造単位が変化するため，セミバリオグラム解析によって
適切な格子寸法を求めた．
　その結果を試料の種類・厚さごと整理してFig. 8 に示
す．横軸は画素間の距離 h mm，縦軸はセミバリオグラ
ムγ（h）である．
　セミバリオグラム解析で得られたレンジは，砂では
h ＜ 0.25，シルト・ベントナイト・カオリナイトでは
h＜ 0.1 であった．
　軟X線画像の画素濃度の不均一性をより精緻に可視
化するには格子寸法はできる限り小さくすることが好ま
しい．しかし，格子寸法が小さくなると，個々の粒子形
状や粒子同士の干渉，軟X線画像に含まれる雑音など
が無視できなくなる．セミバリオグラム解析ではデータ
間の相関が失われる距離をレンジとしている．すなわち，
画素間の距離がセミバリオグラム解析で求めたレンジ以
上であれば，それらの画素間の濃度階調値には相関性が
なく，それぞれ独立したデータとして扱うことができる．
したがって，格子寸法はレンジ以上のできるだけ小さい
値が最適と判断した．
　この結果を踏まえ，格子寸法を 12 pix（0.25 mm）に
設定した格子分割法を用いて各格子の平均濃度階調値を
求め，三次元座標上に表示した．その一例をFig. 9 に示
す．xy 平面座標は軟X線画像上の位置（x, y），縦軸はそ
の位置（x, y）にある格子の平均濃度階調値 gl x,y である．
x 座標は軟 X線画像左端から距離 x mm，y 座標は軟 X
線画像上端から距離 y mmである．また，Fig. 9 のグラ

Specimen t,
Specimen 
Thickness 
（mm）

ρ，
Dry Bulk 
Density
（Mg m‒3）

F（T）=α・logT +β，
Approximation of T‒F（T）

r2,
Coeffi  cient of 
Determination

σF（T），
Standard 
Deviation of
F（T）

Source
Figs.

Sand 8.30 1.16 F（T）=0.4978・logT+0.1585 0.336 0.202 Fig.7‒（SH）
5.65 1.13 F（T）=0.5478・logT+0.1692 0.330 0.225 Fig.7‒（SM）
2.90 1.16 F（T）=0.3497・logT+0.1626 0.258 0.162 Fig.7‒（SL）

Silica

Powder

8.10 1. 33 F（T）=0.1556・logT+0.1263 0.147 0.096 Fig.7‒（SiH）
5.65 1.30 F（T）=0.1642・logT+0.1368 0.167 0.095 Fig.7‒（SiM）
2.90 1.32 F（T）=0.1449・logT+0.1384 0.128 0.095 Fig.7‒（SiL）

Bentonite 8. 25 1. 02 F（T）=0.1680・logT+0.1324 0.155 0.101 Fig.7‒（BH）
5.85 0.99 F（T）=0.1583・logT+0.1417 0.129 0.104 Fig.7‒（BM）
2.85 1.00 F（T）=0.0986・logT+0.1516 0.056 0.099 Fig.7‒（BL）

Kaolinite 8. 30 0. 94 F（T）=0.1686・logT+0.1175 0.204 0.088 Fig.7‒（KH）
5.55 0.96 F（T）=0.1282・logT+0.1265 0.135 0.082 Fig.7‒（KM）
2.90 0.98 F（T）=0.0603・logT+0.1464 0.027 0.085 Fig.7‒（KL）

Table 6　T‒F（T）の近似式と F（T）の標準偏差（Fig. 7）．
Approximation of T‒F（T） and standard deviation of F（T）（Fig. 7）.
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フ番号 SH，SiL，BM，KH は，Fig. 1 の走査線番号 SH，
SiL，BM，KH にそれぞれ対応する．
　その結果，gl x,y は，試料中央部では高く試料辺縁部に
向かって低くなるもの（SH，BM），試料中央部では低く試
料辺縁部に向かって高くなるもの（SiL，KH）などがあり，
軟X線画像全面において画素濃度分布が不均一である
ことやその分布状態が試料ごとに異なることを確認でき
た．これは，試料充填時の突き固めによって生じた試料
の厚さまたは乾燥密度の不均一性が画素濃度の不均一性
として現れたと考えられる．また，いずれの試料でも軟
X線画像の最辺縁部の gl x,y が低かった．これは，試料
充填時に試料容器の辺縁部に対して十分に突き固め操作
を行うことができず，乾燥密度が低くなったためである
と考えられる．
　Fig. 9 の SH，BM でみられた試料中央部の方が試料辺
縁部よりも gl x,y が高い傾向は Fig. 1 の SH，BM において

も確認できた．しかし，Fig. 9 の SiL，KH でみられた試
料辺縁部の方が試料中央部よりも gl x,y が高い傾向は
Fig. 1 の SiL では確認できたが，Fig. 1 の KH では確認
できなかった．これは，走査線上の画素濃度変化が試料
のその他の場所の画素濃度の変化に比べて小さかったた
めであると考えられる．
　4. 4 解析枠寸法と平均濃度階調値
　これまでの論議から，軟X線画像の画素濃度は数画
素のスケールおよび軟X線画像全面のスケールのいず
れでも不均一に分布していることがわかった．そこで，
この画素濃度分布の不均一性が軟X線画像法の解析結
果に与える影響について検討した．
　各試料の軟X線画像における解析枠の寸法とその解
析枠内の平均濃度階調値との関係を Fig. 10 に示す．横
軸は解析枠の一辺の長さ a mm，縦軸はその解析枠内の
平均濃度階調値 gla である．

Fig. 8　セミバリオグラム解析の適用結果．図中の t は試料の厚さ（mm），ρは乾燥密度（Mg m‒3）．
Result of semivariogram analysis for gray level of pixels on scanning line on soft X‒ray digital image. t is specimen 
thickness（mm），ρ is dry bulk density（Mg m‒3）．
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　Fig. 10 のいずれも，aが小さいほど gla の急激な増減
や小刻みな増減がみられ gla の変動幅が大きかった．し
かし，a の増加とともに gla の変化はゆるやかに推移し
た．また，gla と a に正の相関があるもの（SiL，BL），gla 
と a に負の相関があるもの（SH，SM，SiH，SiM，BH，BM，
KM）などの傾向があった．この傾向は，Figs. 1, 2 にお
いて，試料中央部の gl xが試料両端部の gl xより高いもの，
試料中央部の gl x が試料両端部の gl x より低いものに対
応していた．
　これらの結果から，aが小さいときにみられた gla の
細かな増減は粒子の形状や粒子同士の干渉などによる狭
い範囲での試料の不均一性をとらえており，gla の変化
がゆるやかに推移しはじめてからの変化は試料全体の充
填の不均一性をとらえたものと考えられる．
　4. 5 土壌面密度と平均濃度階調値
　以上の論議から，軟X線画像の画素濃度は試料の厚
さおよび乾燥密度と密接な関係があり，これらには正の
相関があることがわかった．また，試料充填時に生じた
不均一性は軟X線画像に反映し，解析枠の寸法によっ
て得られる平均濃度階調値に影響することがわかった．
　土壌面密度は，（2）式のように試料の厚さに乾燥密度
を乗じた値に等しい．したがって，軟X線画像の濃度
階調値から土壌面密度が推定できる．しかし，軟X線
画像の画素濃度は画像全面に不均一に分布している．
　そこで，本論では土壌面密度の推定に平均濃度階調値
を用いた．本論では，試料の厚さおよび乾燥密度を試料
全体の値として測定したため，これらの値と軟X線画
像法による解析結果を対応させるには，軟X線画像全
体に含まれるすべての画素に対する解析結果を用いる必

要がある．
　土壌面密度と軟X線画像全体の平均濃度階調値の関
係をFig. 11 に示す．横軸は軟X線画像全体の平均濃度
階調値 gl，縦軸は土壌面密度ρAkg m‒2 である．
　いずれの試料でもρAは gl と正の相関があり，この関
係はTable 7 のように近似できた．
　（3），（4）式から，ρA の増加はX線透過量に指数関数
的な影響を与える．しかし，ρA と gl の関係は一次関数
で近似できた．このことはX線フィルムの写真特性に
よると考えられる．すなわち，X線フィルムの黒化度は
X線照射量に対数比例する（荒川ら，2000）．したがって， 
ρA の増減にともなうX線透過量の指数関数的な増減は
このX線フィルムの特性よって相殺されたと考えられ
る．また，近似式の傾きは試料ごとに異なったが，これ
は試料を構成する土壌基質の化学組成などによると考え
られる．
　以上のことから，軟X線画像全面の平均濃度階調値  
gl を測定することによって，土壌面密度ρAが推定でき
ることが明らかになった．また，このとき得られるρA
は試料全体の充填状態をすべて包含したものであった．
　4. 6 軟 X線画像法による土壌面密度の測定例
　軟X画像法によって土壌面密度の分布がどのように可
視化されるかを示すため，格子寸法を 12 pix（0.25 mm）
に設定した格子分割法で得られた平均濃度階調値から，
前節の Fig. 11 および Table 7 で求めた近似式を用いて
各格子の土壌面密度ρAを求め，三次元座標上に表示し
た．その一例を Fig. 12 に示す．xy 平面座標は軟 X線
画像上の位置（x,y），縦軸はその位置の土壌面密度ρAで
ある．また，Fig. 9 のグラフ番号 SM，SiM，BM，KM は，

Fig. 9　軟X線画像全面における濃度階調値の分布状況．図中の t は試料の厚さ（mm），ρは乾燥密度（Mg m‒3）．（SH）砂，
（SiL）シルト，（BM）ベントナイト，（KH）カオリナイト．
Spatial distribution of gray level of pixels in soft X-ray digital image. t is specimen thickness（mm），ρ is dry bulk 
density（Mg m‒3）．（SH）sand,（SiL）silica powder,（BM）bentonite,（KH）kaolinite.
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Specimen Approximation r2

Sand ρA = 27.93 gl － 0.9324 0. 9979
Silica Powder ρA = 34.94 gl － 0.9989 0. 9981
Bentonite ρA = 27.62 gl － 0.6225 0. 9971
Kaolinite ρA = 35.17 gl － 0.8572 0. 9915

Table 7　土壌面密度ρAと軟X線画像の平均濃度階調値 gl の
関係式（Fig. 11）．r2 は決定係数．
Approximation between ρA ,area density of soil, and gl, 
average of gray levels of pixels in soft X‒ray digital image
（Fig. 11）．r2, coeffi  cient of determination.

Fig. 10　解析対象範囲の一辺の長さ aと平均濃度階調値 gla．図中の t は試料の厚さ（mm），ρ は乾燥密度（Mg m‒3）．
a, length of each side of analyzed area, and gla, average of gray levels of pixels in this area. t is specimen thickness (mm), 
ρ is dry bulk density（Mg m‒3）

Fig. 11　土壌面密度ρAと軟X線画像全体の平均濃度階
調値 gl．▲砂，◇シルト，□ベントナイト，■カオリナ
イト．
ρA, area density of soil, and gl, average of gray levels 
in soft X‒ray digital image. ▲ sand, ◇ silica powder, □ 
bentonite, ■ kaolinite.
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Fig. 1 の走査線番号 SM，SiM，BM，KM にそれぞれ対応する．
Fig. 12 から，いずれの試料の種類でも，ρAは試料内で
不均一に分布しており，試料中央部に比べて試料辺縁部
で低く，全体的に湾曲形状を示すことが確認できた．従
来の円筒管による乾燥密度測定法では，試料全体の値と
しての乾燥密度は得られるが，その分布状態は得られな
い．しかし，軟X線画像法による土壌面密度測定では，
試料内の土壌面密度の分布状態を可視化し，試料充填の
不均一性を読み取ることができた．

5. おわりに

　本論は，土壌構造の把握には粒子の大きさや形状など
粒子の幾何学的情報とその粒子の充填情報を正確に把握
することが重要であると考え，土壌粒子の充填様式を示
す新しい概念として「土壌面密度」を新たに定義した．
　また，試料に微細粒土を用いて試料の充填状態と軟X
線画像との関係を調べ，本法による土壌面密度測定につ
いて検証した．
　その結果，以下のことを明らかにした．
（1）軟X線画像の画素濃度は試料の厚さおよび乾燥密度

と正の相関があり，この関係は一次関数で近似でき
た．

（2）シルト・ベントナイト・カオリナイトでは，その粒
径が軟X線画像の解像度以下であったため，画素濃
度の増減に周期性がみられなかった．

（3）軟X線画像の画素濃度は試料充填時に生じた試料の
厚さおよび乾燥密度の不均一性を表していた．

（4）解析対象範囲の大きさによって平均濃度階調値が変

化した．解析対象範囲が数画素のときは個々の粒子
形状や粒子同士の干渉などの影響を受け，解析対象
範囲が大きくなると試料全体の充填の不均一性に影
響を受けた．

（5）土壌面密度は平均濃度階調値の一次関数を用いて近
似できた．

（6）この近似式を用いて微細粒試料の土壌面密度を測定
し，土壌面密度が試料上で不均一に分布している様
子を可視化できた．

　以上のことから，軟X線画像法によって土壌面密度
を測定できることを明らかにした．
　本論では風乾試料を用いたが，現位置土壌では間隙内
の土壌水分の存在を無視できない．特に粘質土の収縮・
膨張には水の移動が重要な役割を果たしていることは明
らかである．今後は土壌水分が含まれた土壌面密度をど
のように評価するかが重要な課題となる．
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要　　　旨

本論では，土壌の単位面積あたりの質量を「土壌面密度」と定義し，土壌構造を表現する新たな概念と
して提案した．また，軟X線画像法を用いた土壌面密度の測定法について検討した．その結果，土壌
の厚さおよび乾燥密度の増加に連動して軟X線画像の画素濃度が増加することから，土壌面密度は軟
X線画像の平均濃度階調値と密接な関係があることを示した．この関係は一次関数で近似できることを
示し，軟X線画像法による土壌面密度測定が可能であることを示した．

キーワード : 軟 X線画像法，土壌構造，土壌面密度，試料厚，乾燥密度
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Evaluation of energy-balance-based evapotranspiration in a 
grass fi eld

Kosuke NOBORIO1, Kazuyoshi ONO2, Junpei MANO2, Takumi MIURA2, Naoya SATTA3, 
Kiyoshi KOGA3 and Yoshiaki MUKAIDA2

Abstract : The proper estimates of evapotranspiration 
（ET）are critical for better animal manure and/or wa-
ter management practices in farmlands.  Micrometeo-
rological methods, e.g., the Bowen ratio method and 
the eddy covariance method, to estimate ET have 
been popularly used. Those methods, however, require 
specially‒designed instruments or the multiple num-
bers of instruments.  Estimates of ET based on the en-
ergy balance at the canopy surface, on the other hand, 
need only routine weather data that were easily avail-
able. Evapotranspiration estimated by the energy bal-
ance method along with routinely‒obtained weather 
data was evaluated by comparing with estimates of 
ET by the Bowen ratio method. Weather data, i.e. 
shortwave irradiance, Rs（Wm‒2），air temperature, Ta 
（K），relative humidity, and wind speed, required for 
the energy balance method were measured in a reed 
canarygrass fi eld located near Morioka in north‒east-
ern Japan.  A Bowen ratio system was installed along-
side in the same grass fi eld. An energy balance on a 
grass canopy is expressed as a function of canopy sur-
face temperature, Ts（K）．Using the Newton‒Raphson 
method, the energy balance equation was numerically 
solved for Ts, to obtain an evapotranspiration rate, E 
（kg m‒2 s‒1）．Values of net irradiance, Rn（Wm‒2）and 
latent heat flux, LE （Wm‒2），were overly estimated 
with the energy balance method when Rn>500W m‒2.  
For Rn<500W m‒2, however, Rn, LE, and sensible heat 
flux, H（Wm‒2），estimated with the energy balance 
method agreed well with those estimated with the 
Bowen ratio method.  Daily ETs between July 1 and 
28, 2003 were calculated by accumulating E between 
sunrise and sunset.  The daily ET values obtained by 
the two methods agreed very well with the correlation 
coefficient, r = 0.96（P<0.001）．The energy balance 
method to estimate daily ET could be promising.
Keywords : Evapotranspiration, Bowen ratio method, 
Energy balance method, Atmospheric emissivity, Crop 
height

1. Introduction

　Surface‒and/or ground‒water pollution with animal 
wastes is prohibited by the law in Japan. The proper 
management of dairy cattle manure for applying to an 
agricultural grass fi eld, which is popular in the areas 
with large livestock industry, is very critical for the 
livestock industry. Prior to the application of dairy cat-
tle manure, soil water content in the field must be 
known to minimize surface runoff  and/or deep percola-
tion. The proper estimation of soil water content de-
pends on how well evapotranspiration（ET）is predict-
ed or measured. Measuring ET is usually made by 
means of lysimeter, soil water balance, energy balance, 
and eddy covariance methods.  Some methods require 
specifi cally‒designed equipments whereas others just 
use routine weather data. From the practical view of 
farmers, the latter methods would be appreciated.
　Penman（1948）would be the fi rst to develop a model 
to estimate ET using meteorological data. Penman’s 
model is modifi ed into various models, and so‒called the 
Penman‒Monteith model has been very popular and ex-
tensively evaluated by many researchers（Kustas et al . , 
1996；Howell and Evett, 2004；Gong et al . , 2006）．In 
Penman’s procedure, evaporating surface temperature 
is not required because he assumed a linear relation-
ship between saturated vapor density and air tempera-
ture over a narrow range of 10K（Monteith and Un-
sworth, 2008）．With the improvement of digital 
computing power, however, numerical iteration proce-
dures, which are able to solve a full energy balance 
equation on an evaporating surface, are readily avail-
able to estimate ET with few assumptions（Van Bavel 
and Lascano, 1987）．Van Bavel and Lascano（1987） 
model predicts ET and the profile of water content 
and temperature in soil. Since their model deals with 
water and heat transport in soil, data for root distribu-
tion are required.
　We tested a sort of a submodel, estimating ET using 
weather data, of Van Bavel and Lascano（1987）or of 
an extended model of Van Bavel and Hillel（1976）．
The model that we tested used numerical iteration, 
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with no soil and root parameters nor any assumptions 
such as Penman（1948）made, to estimate canopy tem-
perature and then eventually ET. Testing this kind of 
submodel will provide with the feasibility of a simple‒
yet‒fully‒theoretical ET model. Evaluation of the mod-
el proposed was made by comparing ET estimated 
with that measured with the Bowen ratio method.

2. Materials and Methods

　2. 1 An energy balance at a canopy surface
　An energy balance equation, f（Ts），at a bare soil 
surface is expressed as a function of surface tempera-
ture, Ts,（Van Bavel and Hillel, 1976）as：

f（Ts）＝Rn（Ts）+LE（Ts）+H（Ts）+G（Ts）＝ 0 [1]

where Rn（Ts）is the net irradiance（Wm‒2），LE（Ts）
is the latent heat flux（Wm‒2），H（Ts）is the sensible 
heat fl ux（Wm‒2），and G（Ts）is the soil heat fl ux（W 
m‒2）that could be measured with a heat flux plate. 
Fluxes away from the surface are expressed as nega-
tive, and are those toward the surface as positive. We 
assumed that Eq. [1] was also true at the canopy sur-
face in a grass fi eld where the soil surface was fully 
covered with reed canarygrass. In this case, Ts in Eq. 
[1] indicates the canopy surface temperature（K）．
　Net irradiance, Rn（Ts），is expressed as the sum of 
incoming and outgoing shortwave and longwave irra-
diances as a function of surface temperature, Ts, （No-
borio et al., 1996a）as：

　　　  Rn（Ts）＝（1－α）Rs+ εsεaσTa4 －εsσTs4 [2]

where α is the albedo of the canopy surface, which 
was measured with pyronometers in our case, Rs is the 
incoming shortwave irradiance（Wm‒2），εs andεa are 
the emissivities of the canopy surface and the atmo-
sphere, respectively, Ta is air temperatures（K），and 
σ is the Stephan‒Boltzmann constant（= 5.67x10‒8 W 
m‒2 K‒4）．The canopy surface emissivity, εs, was cho-
sen as 0. 97 according to Campbell（1977）．The atmo-
spheric emissivity, εa, is calculated（Campbell, 1985） 
as：

　　　εa＝（1－0.84CL）（850.0ρa1/7）+ 0.84CL [3]

where ρa is the water vapor density（kg m‒3）of air.  
The fraction of cloud cover, CL, is estimated（Campbell, 
1985）as：

　　　　　　　CL ＝ 2.33 － 3.33Tt [4]

where Tt is the total atmospheric transmission coeffi  -
cient for solar radiation defi ned as a ratio of potential 
to measured shortwave irradiance, Rs. The potential 
shortwave irradiance is a function of the solar constant 
（≈1367 W m‒2）and the locations of the sun and an ob-
server. See Campbell（1985）for a detailed calculation 
procedure for the potential shortwave irradiance.
　The latent heat fl ux, LE（Ts），is expressed as a func-
tion of Ts（Van Bavel and Hilell, 1976） as：

　　　　　LE（Ts）＝L 
ρa（Ta）－ρs（Ts） [5]

　　　　　　　　　　　　  　
rV

where L is the latent heat （J kg‒1） of vaporization of 
water, E is the evapotranspiration rate（kg m‒2 s‒1），
ρs（Ts）is the water vapor density（kg m‒3） at the cano-
py surface, and rV is the aerodynamic resistance（s 
m‒1）for water vapor transport. The latent heat, L（J 
kg‒1），of vaporization of water is derived from the data 
of Monteith and Unworth（2008）as：

　　　L = 2.201 × 106 － 2369.2（T－ 273.15） [6]

where T is temperature（K）．Water vapor density at 
the evaporating surface,ρs（Ts），was assumed to be sat-
uration at the canopy temperature, Ts, because the hu-
midity of stomatal cavities is always near unity （Camp-
bell, 1985）．Saturation water vapor density,ρo（kg m‒3），
is estimated （Campbell, 1985） as：

ρo＝
exp（31.3716－ 6014.79 －0.00792495T）

0.001．
 　

　　　　　　　　　　T
T
　　　　　 [7]

Water vapor density of air, ρa（Ta），is then calculated 
as the product of ρo and the relative humidity, RH, of 
air.
　The sensible heat flux, H（Ts）, is expressed as a 
function of Ts（Van Bavel and Hilell, 1976）as：

　　　　　　H（Ts）＝ Cpa 
Ta－Ts

　　　　　　　　　　　　　　rH 
[8]

where Cpa is the volumetric heat capacity of air（≈1200 
J m‒3 K‒1），Ta is air temperatures（K），and rH is the 
aerodynamic resistance（s m‒1）for heat transport. The 
aerodynamic resistances, rV and rH, are assumed to be 
equal at the canopy surface and are described（Camp-
bell, 1977）as：

rH＝rv＝
1n［（z＋zH－d）/zH］1n［（z＋zH － d）/zM］ [9]

　　　　　　　        　　k2u
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where k is the Karman’s constant（≈0.4），z is the 
height（m）above the ground where the temperature 
and wind speed are measured, d is the zero plane dis-
placement（m）for the surface, u

_
 is the mean wind 

speed（m s‒1）at the height z（m），and zH and zM are 
the roughness lengths（m）for heat and momentum, 
respectively. For typical plant surfaces, the following 
empirical relationships with the plant height, h（m），
are used（Campbell, 1985）as：

 d ＝ 0.77h [10]
 zM ＝ 0.13h [11]
 zH ＝ 0.2zM . [12]

　Since the energy balance equation, Eq. [1], is ex-
pressed as a function of the canopy surface tempera-
ture, Ts, Eqs. [1], [2], [5], and [8] are numerically solved 
for Ts using the Newton‒Raphson method（Press et al., 
2002）．Assuming that the initial value of Ts was equal 
to Ta, the Newton‒Raphson method solved Eq. [1] with 
respect to Ts as:

　　　　　　　
Tsn+1 ＝ Tsn －

f（Tsn） [13]
　　　　　　　　　　　　　 f'（Tsn）

where the superscripts n and n+1 indicate the number 
of iterations, f '（Ts）was the fi rst derivative of f（Ts）with 
respect to Ts, that might be numerically derived as：

　　
f'（Ts）＝

f（Ts+ΔTs）－ f（Ts－ΔTs） [14]
　　　　　　　　　　2ΔTs

where ΔTs was the small increment of Ts, e.g. ,
ΔTs = 1.0x10‒6.
　After several iterations of Eq. [13], Ts satisfying Eq. 
[1] was found. The evapotranspiration rate, E（kg m‒2 
s‒1），was estimated using Eq. [5] by applying the itera-
tively‒found Ts value. Dividing E by the density of 
water,ρw=1000 kg/m3, and summing up E/ρw between 
sunrise and sunset estimated the daily evapotranspira-
tion, ET（mm d‒1）.
　2. 2 Bowen ratio method
　The Bowen ratio method has been used to measure 
evapotranspiration in the fi eld as a standard method.  
Taking the ratio,β=H/LE, called the Bowen ratio, and 
rearranging Eq. [1] with respect to LE provides 
（Campbell, 1977）：

　　　　　　　
LE＝－

Rn ＋ G ・
 

[15]
　　　　　　　　　　　 1＋β

From Eqs. [5] and [8], the Bowen ratio, β, is expressed 

（Campbell, 1977） as

　　　　　
β＝

H
＝
Cpa（T1－T2）rV [16]

　　　　　　　LE　　 L（ρ1－ρ2）rH

where the subscripts 1 and 2 indicate values of the 
variables at heights z1 and z2, and it was assumed to 
be rV = rH as mentioned in Eq. [9]. 
　2. 3 Measurement
　Experiments were conducted in July 2003 in north-
ern Honshu, Japan（39o48’N, 141 o05’E）．An experi-
mental plot raising reed canarygrass（Phalaris arundi-
nacea L.）was managed by a farmer with routine work 
in a usual manner.  The area of the experimental plot, 
sloped with about 5. 5 degrees from the northwest to 
the southeast, was approximately two hectare. The 
taxonomical class of soil was Andisol with 80 % of 
sand, 12 % of silt, and 8 % of clay.
　Weather data, i.e. incoming shortwave irradiance, Rs 
（Wm‒2），refl ected shortwave irradiance, Rr（Wm‒2），
air temperature,Ta （K），relative humidity, RH, and 
wind speed, u（m s‒1），were measured at height 
z = 2 m. Soil heat fl ux, G（Wm‒2），was measured using 
three heat flux plates （MF‒81, EKO Instruments 
Co.,Ltd., Tokyo） at 0. 05m deep from the soil surface.  
Incoming and reflected shortwave irradiances, with 
which albedo α was determined, were measured with 
pyronometers（MS‒601, EKO Instruments Co. ,Ltd. , 
Tokyo），an air temperature and humidity sensor 
（CS500, Campbell Scientific Inc., Logan, UT），were 
used. Wind speed and wind direction were measured 
with a three‒cup‒anemometer and a wind‒vane 
（03001, Campbell Scientifi c Inc., Logan, UT）．Precipita-
tion was measured with a tipping‒bucket rain gauge 
（K. Hattori & Co., Ltd., Tokyo）．Data were acquired 
every second, and mean values were stored using a 
datalogger（CR23X, Campbell Scientific Inc., Logan, 
UT）every 15 min.
　A Bowen ratio system （Campbell Scientifi c Inc., Lo-
gan, UT） was installed alongside. Air temperature and 
water vapor density of air were measured at heights 
z1 = 2 m and z2 = 1 m. Air temperature was measured 
with fi ne fi re type‒E thermocouple junctions, and wa-
ter vapor density was measured with a cooled mirror 
hygrometer（Dew‒10, General Eastern Corp., Water-
town, MA）．Fetch was at least 40 m radius, which sat-
isfi ed the minimal fetch requirement, fetch > 20z1 （Hei-
lman et al., 1989），surrounding the Bowen ratio 
system. A net radiometer（Q7.1, Campbell Scientific 
Inc., Logan, UT），1.5 m high above the ground, and 
two heat flux plates（HFT3, Campbell Scientific Inc., 
Logan, UT），0.08 m deep from the soil surface, were 
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also installed.  Soil temperatures at 0. 02 m and 0. 06 m 
below the soil surface were measured with type‒T 
thermocouple junctions. Soil water content was also 
measured with a CS615 moisture sensor（Campbell 
Scientific Inc., Logan, UT）at 0. 025 m below the soil 
surface. Data for the Bowen ratio system were mea-
sured every second, and mean values were stored ev-
ery 20 min. using a datalogger（CR23X, Campbell Sci-
entifi c Inc., Logan, UT）．

3. Results and Discussion

　3. 1 Energy components
　The maximal Ts value estimated with Eq. [1] was 
found at around 11：00 whereas the maximal Ta value 
was found at around 14：00（Fig. 1）．The values of Rn 
reached the maximal at around noon because the mag-
nitude of shortwave irradiance was largely aff ected by 
the sun’s location（Fig. 3A）．Noborio et al.（1996b）re-
ported that the surface temperature estimated by the 
energy balance method agreed well with that mea-
sured at the bare soil surface.
　Figure 2 shows that temporal changes in energy 
fl ux densities obtained using the Bowen ratio system 
for a clear day on July 27, 2003. The signs of all the en-
ergy fl ux densities in Fig. 2 are expressed as positive 
for convenience. The values of Rn and G were mea-
sured using the instruments whereas the values of LE 
and H were estimated using Eqs. [15] and [16], respec-
tively. Approximate 73 % of incoming total energy, i.e. 
Rn, was consumed for evapotranspiration（ET），i.e. 
LE, whereas approximate 18 % of Rn was consumed 
for H.
　Mayocci and Bristow（1995）proposed that soil heat 
fl ux, G, be corrected for the heat storage of soil above 

a heat fl ux plate.  We, however, did not correct G, but 
used raw G to calculate LE because just < 3 % as little 
as Rn accounted for G during daytime when evapo-
transpiration was obvious.
　Energy fl ux densities estimated with the energy bal-
ance method were compared with those measured 
with the Bowen ratio method（Fig. 3）．In Eqs. [9] and 
[10], crop height, h, was assumed to be 0. 1 m all the 
time. The effects of crop height on ET will be dis-
cussed in the following section. Equation [2] of the en-
ergy balance method overly estimated 20 % as much 
as Rn measured with the net radiometer during mid-
day when Rn > 500W m‒2 （Fig. 3A）．Overestimates of 
Rn may be attributed to the overestimate of the atmo-
spheric emissivity, εa, calculated with Eq. [3]. Unlike 
Fig. 2A, Noborio et al.（1996b）reported that Rn esti-
mated in a similar manner using Eq. [3] performed well 
for the bare soil surface in Texas, U.S.A. When Rn < 500W 
m‒2, however, estimates of Rn with Eq. [2] agreed well 
with Rn measured.  Overestimates of Rn resulted in 
overestimates of LE by Eq. [5] of the energy balance 
method （Fig. 3B）．Likewise did Rn < 500W m‒2, LE es-
timated with Eq. [5] agreed well with that measured 
with the Bowen ratio method with Eq. [15] when 
LE < 300 ‒ 400W m‒2. The resultant, H, agreed well 
with both methods （Fig. 3C） although their phase 
started to shift by following the phase shift in G （Fig. 
3D）．In Fig. 3D, the amplitude of Gs agreed well；how-
ever, their phases shifted. The phase shift might be re-
sulted from diff erences in the installation depths of two 
methods, the energy balance method in 0. 05 m deep 
and the Bowen ratio method in 0. 08 m deep. The heat 
fl ux plates at a shallower depth started to change ear-
lier than those at a deeper depth.  Because the contri-
bution of G to the energy balance was small enough 
comparing with other components in Eq. [1], we 

Fig. 2　Energy fl ux densities measured on July 27, 2003 with 
the Bowen ratio system.  Symbols of solid diamonds, open tri-
angles, crosses, and open squares indicate Rn, －LE, －H, and
－G, respectively.

Fig. 1　Temporal changes in air temperature, Ta , measured 
at the weather station in the fi eld and canopy temperature, 
Ts, estimated using Eq. [1] by the energy balance method.  
The crop height was assumed to be a constant as h = 0.1 m, 
and data used for calculation were obtained on July 27, 2003.



19論文：Evaluation of energy-balance-based evapotranspiration in a grass fi eld

thought that the phase shift was negligible.
　3. 2 Evapotranspiration
　Daily ETs between July 1 and 28, 2003 were calcu-
lated by accumulating E between sunrise and sunset.  
Figure 4 showed that daily ET values with a range be-

tween 0. 2 mm d‒1 and 5 mm d‒1 using a constant h 
value（= 0.1 m）agreed very well with those by the 
Bowen ratio method with correlation coeffi  cient r=0.96
（probability P < 0.001），and they were close to the 1：1 
line. In reality, however, crop height, h, increased with 

Fig. 3　Comparing energy fl ux densities, （A） Rn, （B）－LE, （C）－H, and （D）－G, between the energy balance method 
and the Bowen ratio method.  The densities were measured and estimated on July 27, 2003.

Fig. 4　Comparing daily evapotranspiration （ET） between 
the energy balance method and the Bowen ratio method be-
tween July 1 and July 28, 2003.

Fig. 5　The dependence of evapotranspiration （ET） on the 
crop height （h） varied with wind speed.  Wind speed is de-
scribed as u.  Data used for calculation were obtained at 11:45 
local standard time on July 27, 2003.
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time according to accumulating mean daily tempera-
ture.
　When varying h from 0.05 m to 0. 9 m with time was 
used for Eqs. [9], [10], and [11], daily ETs were a little 
bit more overly estimated than those using h = 0.1 m 
（Fig. 5）．Increases in h resulted in smaller rV and 
eventually larger LE. The ET relative to that calculat-
ed with h = 0.1m at approximately noontime in the 
clear day increased by 30 % as increases in the values 
of h when wind speed, u（m），was larger （Fig. 5）．An 
extreme case like this made an off  placed datum indi-
cated with Jul. 27 in Fig. 4. Unlike the case of Jul. 27, 
the ETs of other days were properly estimated using 
Eq. [1] as shown in Fig. 4.  For the other days, overes-
timates of Rn due to overestimates of εa with Eq. [3] 
compensated underestimates of ET due to underesti-
mates of h, and eventually daily ETs estimated with 
Eq. [1] agreed well with those measured by the Bowen 
ratio method.

4. Conclusion

　The energy balance method was applied to estimate 
evapotranspiration （ET） using routine weather data.  
Although it overly estimated Rn and LE only when 
Rn > 500W m‒2, estimates of daily ET ranging between 
0. 2 mm d‒1 and 5 mm d‒1 agreed well with ET mea-
sured with the Bowen ration method. To properly esti-
mate a full range of ET rates, atmospheric emissivity,
εa, expressed with Eq. [3] should be calibrated for Jap-
anese environmental conditions or the use of a net ra-
diometer to directly measure Rn is recommended. 
Evapotranspiration in the fi eld could be easily estimat-
ed by the energy balance method using routine weath-
er data, i.e. shortwave irradiance, air temperature, rela-
tive humidity of air, wind speed, and/or soil heat fl ux, 
from a fi eld server such as reported by Manzano et al. 
（2011）．
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要 旨

蒸発散量（ET）の適切な推定は，農地におけるよりよい家畜ふん尿及び水管理を行う上で重要である．
ボーエン比法や渦相関法などの微気象学的方法がET測定には一般的であるが，特殊な測定器や複数の
測定器が必要である．一方，熱収支法によるET推定は，簡易に入手可能な気象観測データを使って行
うことができる．熱収支法を使ったET推定値をボーエン比法による測定値と比較して評価した．岩手
県盛岡市近郊にあるリード・カナリーグラス牧草畑において，短波放射量，気温，相対湿度，風速など
の気象データを測定した．また，ボーエン比法測定装置も同一ほ場内に設置した．牧草キャノピー表面
における熱収支式は，キャノピー温度Ts の関数として表される．蒸発散量Eを求めるためにニュート
ン・ラプソン法を使ってTs についてこの熱収支式を解いた．熱収支法では，Rn > 500W m‒2 の時に純
放射量Rn （Wm‒2）と潜熱フラックス LE （Wm‒2）をわずかに過大評価した．しかしそれ以外の時は，
熱収支法で推定したRn と LEおよび顕熱フラックスH （Wm‒2）は，ボーエン比法で測定したこれらの
値と良く一致した．日の出から日没の間の蒸発散量の積算値を日蒸発散量として，2003 年 7 月 1 日か
ら 7月 28 日まで計算した．両法による日蒸発散量は，r = 0.96 （P < 0.001）で非常に良く一致した．熱
収支法による日蒸発散量の推定は有効であると考えられる．

キーワード：蒸発散量，ボーエン比法，熱収支法，大気射出率，作物高さ
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冬季の沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地域におけるCO2 フラックス
の地点および観測日による変動実態

酒井一人 1,3・仲村渠将 1・吉永安俊 1・長野敏英 2,3・大澤和俊 2,3・石田朋康 2,3

Variations of CO2 fl ux according to observation points and days in broadleaf forest in the north part of 
okinawa

Kazuhito SAKAI1,3, Tamotsu NAKANDAKARI1, Anshun YOSHINAGA1, Toshihide NAGANO2,3, Kazutoshi OSAWA2,3 
and Tomoyasu ISHIDA2,3

Abstract : In this research we observed CO2 fl ux, soil 
temperature, and soil moisture in the broadleaf forest 
in the northern area of Okinawa in order to identify 
the variance of CO2 fl ux by observation point and day. 
We then compared the results with the values report-
ed in previous studies. We also analyzed the particle 
distribution, organic matter content, and root content 
of gathered soils, and analyzed the relationship be-
tween these data and CO2 fl ux. Moreover, we conduct-
ed indoor experiments of CO2 fl ux and compared the 
results with those of the fi eld observations. As a result, 
the following were recognized. （1） The observed CO2 
flux differed by observation point. It was suggested 
that because diff erences in soil temperature among ob-
servation points were small, its aff ect on CO2 fl ux fi g-
ures were minimal. （2） The observed CO2 flux was 
smaller than these data reported in old studies due to 
the removal of A0 layers. （3） The increase in soil 
moisture is considered to have reduced CO2 fl ux. （4） 
Relationships between CO2 fl ux and particle distribu-
tion, organic matter content, and root content were not 
clear. （5） Soil temperature dependence of CO2 flux 
was confi rmed and Q10 values were within the range 
of values reported in previous studies.
Key Words : CO2 fl ux, subtropical, Q10 value, forest soil, 
soil moisture

1. はじめに

　IPCC 第 4 次報告（経済産業省，2007）では，森林関
連の温暖化緩和活動は低コストで実行可能であり，温暖
化対策として森林管理が重要であることが報告されてい
る．Eswaran et al（1993）は，土壌中には約 1500 GtC
の炭素が貯留しており，その土壌炭素のうち約 30 %が
熱帯地域に存在し，さらにその約 40 %が森林地域に存

在すると見積もっている．また，Raich and Schlesiger
（1992）は，熱帯地域において最も土壌呼吸速度が速い
ことを指摘している．このことから，熱帯多雨林におけ
る土壌呼吸の把握および制御は温室効果ガス排出抑制に
とって重要であるといえる．木村・波多野（2005a）は，
好気的環境では 25 ℃以上になると有機物の集積はほと
んど起こらないことを述べている．沖縄県では，月平均
気温は 5 月～ 10 月が，月平均最高気温は 1 年中が約
25 ℃以上であり，炭素固定（植物成長）は小さく，有
機物分解は大きいという状況に陥る可能性があるといえ
る．これまで，日本の森林における CO2 フラックスに
ついての調査研究は温暖化が問題視される以前の 1970
年代から行われている（例えば，河原 1976，金沢ら 
1976）．しかし，沖縄県における調査は森林総合研究所
（2004a）や Ishizuka et al（2006）が全国規模で実施し
た研究がある程度である．
　様々な地域・時間（季節など）での調査結果の蓄積は，
森林地域における CO2 フラックスの定量的評価にとっ
て重要であるといえる．しかし，CO2 フラックスは，土
壌の温度，水分，有機物含有量，植生など多くの要因の
影響を受け（Luo and Zhou, 2006），時間・空間的な変
動が大きい．
　そこで本研究では，観測の 1例として，冬季に沖縄県
北部の琉球大学与那演習林の亜熱帯広葉樹林地の沢沿い
の複数の地点において，フィールド調査（CO2 フラック
ス，地温測定および土壌水分測定）を行い，CO2 フラッ
クスの地点間および観測日による変動実態の把握およ
び，既往の研究での報告との比較検討を行った．CO2 フ
ラックスの温度依存性はよく知られており，指標として
Q10 値（温度 10 ℃上昇に伴う CO2 フラックスの変化率）
がよく用いられる（木村・波多野，2005b）．本調査では，
毎回沢地を移動しながら観測するために全地点の観測に
十数時間かかる．対象地域では冬季は梅雨時期と同様に
曇天日が多く気温の日較差が小さくなる傾向にある．本
研究の冬季観測は，観測時刻の影響が少なく，同一観測
日の地点間の差を見るには都合が良いという利点があ
る．また，CO2 フラックスの観測は，落葉などのA0層
を除去して行った．山盛（1994）は，対象地域の与那演
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習林内の 13 地点において土壌調査を行いA0 層が薄い
（13 地点の平均 3.6 cm）ことを報告している．さらに，
佐藤ら（1996）は，与那演習林内において裸斑（林床の
落葉に覆われていない部分）が多くみられることを報告
している．このような状況から対象地域では，A0 層の
存在にばらつきが生じることがあり，チャンバー内の落
葉の有無が偶然である可能性があると考えられる．その
ため，観測日によるチャンバー内の落葉の有無がフラッ
クス測定値に与える影響を極力排除するようにA0層を
除去して CO2 フラックスを測定した．次に，対象地点
の土壌を採取し実験室で分析（粒度分布，有機物含有量，
根量）を行い，CO2 フラックスと各分析項目の関係につ
いて解析した．本実験で分析対象としたこれらのパラ
メータに関して，Mendham et al（2002）は，土壌にお
ける粘土＋シルトの割合が大きいほど土壌有機物が多い
ことを報告している．また，檀浦ら（2006）は，根呼吸
と土壌表面近くの細根量の関係が強いことを報告してい
る．このような報告から，本研究では，上記パラメータ
と CO２フラックスの関係を見ることによりそれらパラ
メータの違いが地点間の差に影響しているかについて検
討した．
　さらに，詳細は後述するが，フィールド調査において
CO2 フラックスの温度依存性が明確ではなかったので，
温度制御した円筒管土壌呼吸実験により対象土壌のCO2
フラックスの温度依存性について確認した．

2. 調査地点および方法

　2. 1 調査地点
　観測は，沖縄県北部にある琉球大学与那フィールド（沖
縄県国頭郡国頭村所在民有林 76 林班内，管理棟位置
26°44’N，128°14’E）の亜熱帯常緑広葉樹林地で行っ
た．年平均気温は 22.3 ℃，年降水量は 2550 ㎜（1991 ～
2000 年の平均）である．林冠の優先種はスダジイ（Cas-
tanopsis sieboldii），イジュ（Schima liukiuensis），イス
ノキ（Distylium racemosum）である．基岩は砂岩と粘
板岩からなり，土壌は黄色土が発達している（Enoki 
2003）．同じ対象地区で調査を行った Kusumoto and 

Enoki（2008）の報告では，2 m以上の立木密度が 11.5
本 ha‒1，単位面積当たりの胸高断面積が 56.0 m2ha‒1 で
あった．また久保田ら（2010）によると，対象地域での
A0層の乾燥質量は，年変動があるが約 300 gm‒2 程度で
あると報告されている．調査地はFig. 1 に示す地形図の
帯 30 ｍ× 150 ｍ内で，尾根から沢を経由して向かい側
の尾根までの範囲である．斜面方向はおおむね南北方向
である．調査地点はFig. 2 に示すように，南の尾根から
沢まで P.1 から P.8，沢から北の尾根まで P.9 から P.12
までとした．
　2. 2 フィールド測定
　2. 2. 1 フィールドでのCO2 フラックス測定
　直径 10 cm，高さ 10 cmのソイルカラーを各地点に一
個ずつ計 12 個，深さ 8 cm ほど埋め込み設置した．ソ
イルカラーを設置する際に土が撹乱されるため，測定は
設置後約1ヵ月経過してから実施した．調査項目として，
CO2 フラックス，地温を測定した．CO2 フラックス測定
時は，毎回土壌表面にあった落葉などA0層を除去した．
ソイルカラーにチャンバー（容積 1201 cm3）をかぶせ
密閉状態にし，CO2 アナライザー（Li‒840）を用いてチャ
ンバー内の CO2 濃度の変化を測定した．チャンバー内
の大気を循環させCO2濃度を３分間測定，その後開放し，
CO2 濃度が約 350 ppmになった時点で，再度チャンバー
をかぶせて同じ測定を繰り返した．1地点について，こ
の測定を 3回～ 4回行った．そして，CO2 濃度の時間変
化から CO2 フラックスを算出した．地温は，温度計を
土壌に約 8 cm差し込み測定した．土壌水分は，TDR土
壌水分計（藤原製作所TDR‒431F 20 cm）をソイルカ
ラーの周辺 3～ 4地点にさしこみ測定し，その平均値を
とった．現場での調査は 2007 年 10 月 1‒2 日，10 月
22‒23 日，11 月 11‒12 日，12 月 18 日，1 月 12 日の計
5 回行った．今後，それぞれの観測日を Day‒1 ～
Day‒5 と呼ぶ．
　2. 2. 2 土壌および根量分析
　根量試験および有機物含有量試験では，ソイルカラー
撤収時にソイルカラー内に残った土壌を使用した（直径
10 cm，深さ約 8～ 9 cm）．粒度試験では，ソイルカラー

Fig. 1　調査対象地の地形図 .
Topographical map of the observation area.

Fig. 2　調査地断面図と測定地点 .
Cross section of the observation area and observation 
points.



25研究ノート：冬季の沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地域におけるCO2 フラックスの地点および観測日による変動実態

から半径 50 cm 以内の落葉などA0 層を除去した表層
5 cm以内の土壌を採取し使用した．
　粒度試験では JIS A 1204 より，粒径 5 ～ 0.075 mm
について篩分析を行い，0.075 mm以下はレーザー回折
分析（SHIMAZU SALAD）にかけた．ふるい分析では，
2 mmふるい通過試料に過酸化水素で前処理を行い，分
散剤にて分散後ふるい分析を行った．有機物含有量試験
では JSF T 9‒1968 より，重クロム酸法を用い，乾燥土
壌質量に対する有機物の質量割合を求めた．根量測定で
は，村上（2003）による根系調査法ｖ 1.3 を参考にし，
試料を煮沸後に 0.25 mm ふるいにて土と根を選別し，
ボウルの水の中で回転をかけて落葉の破片などの有機物
と根を分けた後に乾燥炉にて乾燥させ，乾燥土壌質量に
対する根の質量割合を求めた．そして，採土したチャン
バーの断面積から面積当たりの根の乾燥重量（kgm‒2）

および有機物量（kgm‒2）を算出した．なお P.8 につい
ては，ソイルカラー内の全量の土壌を採取できなかった
ので，P.8 に関する後述の考察においては乾燥土壌質量
に対する有機物量の質量割合（kg kg‒1）のみを用いて
いる．
　2. 3 土壌呼吸室内実験
　室内実験による CO2 フラックスを測定するための試
料は，地形の違いによる尾根や中腹での差を見るために，
測定地点 P.6，P.8，P.10 で採取した．
　CO2 フラックスの測定では，粒度分析と同じ試料（表
層 5 cmまでの土壌）の 2 mmふるい通過試料を，長さ
約 33 cm，直径約 10 cmの塩ビ管に底板を取り付けた円
筒管に現場土壌の乾燥密度に近くなるように土層厚
22 cmに詰めたものを 3本用意した．それぞれの土壌試
料の土壌水分および乾燥密度をTable 1 に示す．その円
筒管を約一週間常温で放置した後に，恒温水槽を用いて
地温を 15 ℃から開始し約 5℃ずつ上昇させ 40 ℃まで変
化させた．CO2 フラックスの測定はフィールド調査と同
様に３分間の測定を 3回行い，その都度土壌表面温度を
測定し地温とした．

3. 結果および考察

　3. 1 フィールドでのCO2 フラックス測定
　各観測日における CO2 フラックスおよび地温をそれ

Fig. 3　各観測日における各観測地点でのCO2 フラックスの
測定結果 .
Result of CO2 flux at observation points on observation 
days.

Table 1　土層実験に用いた土壌の乾燥密度と土壌水分 .
Bulk density and soil moisture of the soil used for soil 
column experiments.

地点 P.6 P.8 P.10

含水比（%） 51.18 54.71 55.92

乾燥密度（g cm‒3） 1.15 1.12 1. 11

Fig. 4　各観測日における各地点での地温の測定結果 .
Observed value of soil temperature at observation points 
on observation days.

測定日 平均値
（mgC m2h‒1）標準偏差

変動係数
（%）

①最大値
（mgC m2h‒1）（地点）

②最小値
（mgC m2h‒1）（地点）①/②

Day‒1 76.92 42.75 55.58 168.08 （P.1） 19.18 （P.12） 8.76
Day‒2 93.32 34.32 36.78 154.83 （P.2） 43.84 （P.7） 3.53
Day‒3 80.87 56.58 69.97 230.26 （P.1） 28.02 （P.9） 8.22
Day‒4 66.13 26.84 40.59 110.41 （P.1） 15.79 （P.10） 6.99
Day‒5 67.56 29.11 43.08 134.12 （P.2） 18.03 （P.11） 7.44
Total 76. 96 39.36 51.14

Table 2　各観測日におけるCO2 フラックスの基本統計値 .
Stochastic values of CO2 fl ux on each observed day.
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ぞれFig. 3とFig. 4に示す．横軸は測定地点番号である．
　Fig. 3 より，CO2 フラックスは南尾根の P.1，P.2 で最
大であり，谷に向かって小さくなる傾向にあった．
Fig. 4 より，地温はDay‒1 から，Day‒2 で 5 ℃近い低
下はあったが，Day‒2 以降の変化は小さかった．また，
同じ観測日での地温の測定地点間の差は小さかった．こ
のことより，各地点の観測時の温度差が CO2 フラック
スの差に与えた影響は小さいと判断した．
　Table 2 に各観測日での基本統計量を示す．どの観測
日も地点による差は大きく最大値と最小値の比は，3.5
倍（Day‒2）から約 7～ 8倍という値であった．
　本観測結果の比較のために，亜熱帯森林地帯での土壌
呼吸に関する研究事例をTable 3 に示す．沖縄県を対象
とした観測例として，Ishizuka et al （2006）が北部の森
林地帯における約 3年間の観測により，CO2 フラックス
の範囲は 32 ～ 113 mgCm‒2h‒1 であり，地温から推定し

観測地
CO2 フラックス
（mgC m2 h‒1）

植生 温度 出典

沖縄県北部
26°31'N, 127°59'E

32（最小）～113（最大） シイ林 地温：21.5 ℃（年平均値） Ishizuka et al. （2006）

沖縄県北部 132（年平均） 常緑広葉樹 ̶ 森林総合研究所（2004a）
中国　広東省　肇慶市
23°9'N, 112°31'E

478（年平均）
450（10 月）～350（1 月）

シイ林
気温：21.5 ℃（年平均値）
21 ℃（10 月）～13 ℃（1月）

Yi Z. et al. （2007）

中国　福建省　三明市
26°11'N, 117°26'E

自然林：580（年平均）
500（10 月）～400（1 月）
人工林：390（年平均）
200（10 月）～100（1 月）

シイ林
気温：19.1 ℃（年平均値）
20 ℃（10 月）～10 ℃（1月）

Yang Y.  et al （2007）

中国での観測値は文献中のグラフから 10 月～ 1月の対象期間の値を読み取った。

Table 3　亜熱帯森林地域におけるCO2 フラックス測定値．
Observed CO2 fl ux in subtropical forests.

Fig. 5　観測値と Ishizuka の式による推定値の比較 .
Comparison between the ovserved data and the value 
estimated by Ishizuka’s equation.

Fig. 6　フィールド観測における地温とCO2 フラックスの関係
Relationship between soil temperature and CO2 fl ux of fi eld 
observations.
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た年間積算値は 1.06 kgCm‒2y‒1（=120 mgCm‒2h‒1）で
あったと報告している．また，Ishizuka et al（2006）
は地温から CO２フラックスを推定する式を提案してい
る．Fig.5 は本研究での観測日の値とその推定式と観測
した地温を用いた推定値の関係を示している．本研究で
の値は，対象期間中で地温が高かったDay‒1 には Ishi-
zuka et al（2006）の式による推定値が大きくなる傾向
にあったが，その他の観測日ではほとんどの地点におい
て観測値が大きい結果となった．森林総合研究所
（2004a）が報告している値との比較では，本研究の観
測値は小さく 58 % 程度の結果となった．これは，A0
層を除去した影響があると考えられる．また，同じ亜熱
帯における観測例として，Yang et al.（2007）が中国福
建省のシイ林において，自然林と人工林における通年の
観測結果を報告している．また，Yi et al （2007）は中
国の広東省における通年の観測結果を報告している．2
つの中国の観測例での，本研究の観測期間と同じ 10 月
から 1月までの値を比べた場合，本研究の観測結果がど
の場合との比較においても小さく，約 25 ～ 70 ％程度で

あった．これらの既往の研究との比較において，本研究
の観測値が小さい理由の 1つは，A0 層を除去した影響
があると考えられる．しかし，それら中国での測定結果
と Ishizuka et al（2006）や森林総合研究所（2004a）の
示した値を比較した場合，沖縄での観測値が小さくなっ
ている．樹種が似ており気温がほぼ同じ地域の比較にお
いて，沖縄での CO2 フラックスが小さい理由について
は今後検討する必要がある．
　Fig. 6 に，各観測地点での地温とCO2 フラックスの関
係を示す．見やすいように 1つの図に 4地点の結果を示
している．一般に土壌温度が大きくなるほどCO2フラッ
クスは大きくなるが，本調査ではその傾向は明確ではな
かった．この理由について降雨および土壌水分に関する
データを用いて以下のように考察した．Fig. 7 に 2007
年 9 月 1 日から 2008 年 1 月までの与那演習林で測定さ
れた日降水量のデータを，Fig. 8 に各観測日の各観測地
点での土壌水分測定値を示す．なお，土壌水分値につい
ては，計器のキャリブレーションおよび測定地点の飽和
含水率を測定していないため，同一地点における観測日

Fig. 7　観測期間の日降水量 .
Daily precipitation during observation period.

Fig. 8　各観測日，観測地点における土壌水分の測定結果．
Observed value of soil moisture at observation points on 
observation days.

Fig. 9　単位面積当たりの土壌有機物量とCO2フラックスの関係.
Relationship between soil organic matter par unit area and 
CO2 fl ux.
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間での定性的な違いを比較することとする．
　Liu et al（2002）は草地およびその土壌を用いた実験
を行い土壌水分と CO2 フラックスの関係について考察
している．乾燥状態からある程度土壌水分が多くなる段
階では微生物活性が上がることにより CO2 フラックス
が大きくなり，その後ある程度の土壌水分状態ではCO2
フラックスは影響を受けず，さらに土壌水分が多くなる
とガス拡散が小さくなり CO2 フラックスが小さくなる
ことを述べている（後ほど，これを ｢CO2 フラックスの
プラトー現象｣ と呼ぶこととする）．森林地域における
研究を見ると，Chang et al. （2008）は亜熱帯地域であ
る台湾におけるCO2 フラックス（μmolCm‒2s‒1）と土壌
水分，地温との関係を式（1）で回帰しており，CO2 フラッ
クスは温度上昇により増加し，土壌水分上昇により減少
する関係を示している．

　　　CO2 flux = ‒0.095 + e0.88+0.1T
‒6.99 θ 式（1）

　ここで，T：温度（℃），θ：体積含水率（m3m‒3）．
以下では，亜熱帯を対象とした研究から提案された式（1）
で表される関係から本研究の観測について考察する．ま
ず，Fig. 7 より各観測日における先行降雨の様子を見る
と，Day‒1 および Day‒3 で大きかったことがわかる．
Fig. 8 の各観測地点の土壌水分を見てもDay‒1 および
Day‒3 が大きくなっている．これらより，Day‒1 が，
他の観測日に比べて約 5 ℃地温が高いにもかかわらず
CO2 フラックスが他の観測日とあまり変わらなかった理
由を，土壌水分が多かったためだと考えた．また，
Day‒2 と Day‒3 を比較した場合，ほぼ同じ地温である
がDay‒3 の方が P.1，P.5 の２点を除いてCO2 フラック
スは小さい．この理由も，Day‒3 において土壌水分が
多いためであると考えた．Day‒1 と Day‒3 を比較した
場合，両日とも土壌水分は高いので地温が高いDay‒1
において CO2 フラックスは大きいはずであるが，尾根
部以外あまり変わらない結果であった．式（1）の関係

では，土壌水分が大きいほど土壌温度によるCO2 フラッ
クスの変化は小さくなる．本研究においても定性的にこ
のような関係があり，Day‒1 と Day‒3 に大きな差がな
かったと考えた．塚原ら（2002）のポット試験では，前
述の CO2 フラックスのプラトー現象が 10 ～ 20 ℃の制
御では現れず，20 ～ 25 ℃に制御した場合にのみ現れる
結果となっている．この 1例からでは明確なことは言え
ないが，この現象はある程度の温度が高い場合に起こり，
Chang S. et al. （2008）や本研究での観測のような亜熱
帯地域では見られやすい特徴ではないかと考えられた．
　3. 2 粒度組成 , 有機物量および根量とCO2 フラック
スの関係
　南尾根部（P.1，P.2），南斜面（P.3，P.4，P.5，P.6），
谷部（P.7，P.8，P.9），北斜面（P.10，P.11，P.12）に分
けて，Fig. 9 に，土壌有機物量とCO2 フラックスの関係
を，Fig. 10に根量とCO2フラックスの関係を示す．また，
Fig. 11 に粒度分析結果を示す．
　各地点の有機物含有量は，2.76 ～ 18.53 kgm‒2 とばら
つきがあった．北斜面で小さい傾向があったが，北斜面
のほうが尾根から傾斜が急になっており，落葉などが留
まりにくい地形になっているためであると考えられた．
全体的にみれば各地点の有機物含有量と CO2 フラック
スの両者には明確な関係性を見出すことはできなかっ
た．特に P.5 では，有機物量が最も多いにもかかわらず
CO2 フラックスが小さく，その理由を次のように考えた．
Fig. 11 から P.5 周辺では礫が多く，ソイルカラー内の
有機物の存在状況を観察すると，礫の間に枯葉が挟まっ
ているような状況であった．農地における有機物分解速
度は，有機物を表面散布するより土壌へ鋤きこんだ方が
大きく，これは有機物分解に関与する微生物への曝露の
違いであることが言われている（例えば，千葉ら 1980，
Bot and Benites 2005）．これらのことから，P.5 付近の
落葉の状態の有機物は，土壌微生物により分解されにく
い状況であり，CO2 フラックスが小さかったと判断した．
Fig. 11 より P.7，P.9 においても同様に礫が多いが，P.3，
P.4 のような同等の有機物量の地点に対してCO2 フラッ
クスが小さくなっており，P.5 と同様の状況であったこ

Fig. 10　単位面積当たりの根量とCO2 フラックスの関係 .
Relationship between amount of root par unit area and CO2 
fl ux.

Fig. 11　各観測地点の土壌の粒度分布 .
Soil particle distribution of observation points.
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とが考えられた．
　CO2 フラックスの重要な要素として根呼吸がある．檀
浦ら（2006）は，根呼吸を培養により測定し，地表面近
くの細根の根呼吸量が多いこと，対象とした京都南部の
広葉樹林において根呼吸の割合が 40 %弱であったこと
を報告している．本調査地域でも，その根呼吸の寄与を
定性的に把握できるのではないかと，ソイルカラー内の
表層近くの土壌内の微細根の量を調べたが，Fig. 10 か
らでは単位面積当たりの根量と CO2 フラックスとの関
連の把握はできなかった．
　以上より，本研究で分析した粒度組成，有機物量，根
量などは，それぞれは CO2 フラックスに寄与する要因
であるが，本研究での観測では，それら要因とCO2フラッ
クスの関連性は明確ではなかった．
　3. 3 円筒管土壌呼吸室内実験
　P.6，P.8，P.10 から採取した試料を充填した円筒管
土壌呼吸実験で得られた温度と CO2 フラックスとの関

係を Fig. 12 に示す．図中には，フィールド調査での値
もプロットしている．また，図中の式は実験結果を指数
関数で近似したもので，この式からQ10 値（温度 10 ℃
上昇に伴うCO2 フラックスの変化率）を求めた．フィー
ルド調査では，CO2 フラックスの温度依存性は明確には
表れなかったが，室内実験ではすべての地点試料を用い
た実験において温度上昇により CO2 フラックスが上昇
し，その上昇は指数関数で表されることが確認できた．
Hashimoto（2005）は，日本の森林土壌におけるQ10 値
について整理し，その範囲は 1.30 ～ 3.45 で，平均が 2.18
であったことを報告している．本実験の結果においても，
この研究で示された森林土壌における Q10 値の範囲に
入っていた．各地点の乾燥土壌質量に対する有機物の割
合は，P.6，P.8，P.10 でそれぞれ 0.140 kg kg‒1，0.115 kg 
kg‒1，0.067 kg kg‒1 となっており，有機物量が少ないほ
どQ10 値が小さくなっている．Zheng et al（2009）は，
土壌有機物量とQ10 値には正の相関があることを報告し
ており，本実験でもその傾向が認められた．
　さらに，フィールド調査の値と比較した場合すべての
点において室内実験の値が大きい結果となった．一般的
に実フィールドでは，根呼吸の影響があるために充填試
料による実験に比べて CO2 フラックスは大きくなるこ
とが多い．森林総研（2004b）は，本調査と同様の実験に，
さらに根呼吸を直接測る「積み上げ法」により根呼吸の
寄与を測定している．それによると，沖縄県の常緑広葉
樹林では，約 40 %が根呼吸であると推定している．し
かし，本研究では室内実験の値の方が大きい結果を得た．
一般的に表層近くの土壌の方が，有機物含有量が多くな
る傾向にある．本実験では表層の土壌を円筒管全体に充
填したため，実フィールドより円筒管内の有機物量が多
く CO2 フラックスが大きくなった可能性があると考え
られた．

４. おわりに

　本研究では，冬季に沖縄県北部の琉球大学与那演習林
の亜熱帯広葉樹林地の沢沿いの複数の地点で数回の
フィールド調査（CO2 フラックス，地温測定および土壌
水分測定）を実施し，CO2 フラックスの地点間および観
測日による変動実態を把握し，既往の研究での報告との
比較検討を行った．さらに，対象地点の土壌を採取し実
験室で分析（粒度分布，有機物含有量，根量）を行い，
CO2 フラックスと各分析項目の関係について解析した．
また，温度制御した円筒管土壌呼吸実験により対象土壌
の CO2 フラックスの温度依存性について確認した．そ
の結果，以下のようなことが認められた．
①今回の観測での CO2 フラックスはばらつきがあり，
南尾根で最大，谷に向かって小さくなる傾向にあっ
た．同じ観測日での地温の測定地点間差は小さく，
各地点の観測時の温度差が CO2 フラックスの差に
与えた影響は小さいと判断された．
②既往の研究との比較では，本調査での値は小さく，
A0層を除去した影響が大きかったと判断できた．

Fig. 12　室内実験における地温とCO2 フラックスの関係 .
Relationship between soil temperature and CO2 fl ux of indoor 
experiments.
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③今回の調査結果では，観測日の温度の違いによる
CO2 フラックスの違いは明確ではなかった．それに
対して，土壌水分の増加により CO2 フラックスが
減少するという土壌呼吸特性が見られたと考えられ
た．
④本研究で分析した粒度分布，有機物量，根量などは，
それぞれは CO2 フラックスに寄与する要因である
が，本研究での観測では，それら要因とCO2 フラッ
クスの関連性は明確ではなかった．
⑤フィールド調査において CO2 フラックスの温度依
存性が認められなかったために，土層実験において
温度依存性を調べた結果，既往の研究で示された
Q10 値の範囲内の結果を得た．
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31研究ノート：冬季の沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地域におけるCO2 フラックスの地点および観測日による変動実態

要 旨

本研究では，冬季に沖縄県北部亜熱帯広葉樹林地の沢沿い複数地点での CO2 フラックス，地温測定お
よび土壌水分測定により，CO2 フラックスの地点間および観測日による変動実態を把握し，既往研究と
比較した．さらに，対象地点の土壌の粒度分布，有機物含有量，根量と CO2 フラックスの関係につい
て解析した．また，温度制御した円筒管土壌呼吸実験により対象土壌の CO2 フラックスの温度依存性
について確認した．その結果，次の①～⑤が認められた．① CO2 フラックスはばらつきがあり，南尾
根で最大，谷に向かって小さくなる傾向にあった．同じ観測日での地温の測定地点間差は小さく，各地
点の観測時の温度差が CO2 フラックスの差に与えた影響は小さいと判断された．②既往の研究との比
較では，本調査での値はA0層除去の影響により小さかったと判断できた．③観測日の温度の違いによ
る CO2 フラックスの違いは明確ではなかった．それに対して，土壌水分の増加により CO2 フラックス
が減少するという土壌呼吸特性が見られた．④本研究での観測では，粒度組成，有機物量，根量などと
CO2 フラックスの関連性は明確ではなかった．⑤土層実験により温度依存性を調べた結果，既往研究で
示されたQ10 値の範囲内の結果を得た．

キーワード：CO2 フラックス , 亜熱帯 , Q10 値 , 森林土壌，土壌水分



近年，深刻化する環境問題へ対応するため，実験室や圃
場における生態系の炭素および窒素動態の観測成果を市町
村，地域，流域，国または全球といった広域に外挿して定量
評価することの必要性が学術的にも社会的にも高まってい
る．広域における物質動態を把握し定量化すること，すな
わち広域評価をおこなうことは，現状の生態系における問
題点を明らかにすると共に環境負荷問題の解決策を提示し，
生態系における持続的な生産を可能にすると考えられる．
しかし，広域評価の結果のもつ不確実性および解決すべ
き科学的な課題について，十分に議論がなされぬまま，結果
に対する社会的な要求ばかり高くなっているのが実情では
ないだろうか．生態系を巡る物質の生化学的な形態変化は，
微生物や植物個体，土壌中のミクロ環境でおこなわれる数
多くのプロセスによって決定されている．そのミクロスケー
ルで起こるプロセスに対して施肥や土地利用変化などの人
為的影響が加わることによって，生態系全体に大きな影響
が出ている．実測でこのような影響を評価するには，時間的，
労力的，資金的な制約がある．また，実験室および圃場スケー
ルで観測された限られた数の実測値を広域に外挿すれば広
域評価の結果が不確実性を含むことは明らかである．一方，
プロセスベースモデルは実測を行わずとも広範囲の物質動
態を解析し予測できることから，広域評価に有効なツール
である．しかし，その内実がわかりにくいためモデル自体
とその推定結果に疑念を持つ人も少なくない．
実測（モニタリング）と推定（モデリング）という固定概
念の枠を取り払い，それぞれの手法がもつ限界を補い合い
ながら，広域における生態系炭素・窒素動態を予測するこ
とが，持続的な農林生態系管理方法を確立するためには不
可欠である．そこで，本特集「広域における生態系炭素・
窒素動態の予測－実験室スケールから全球スケールの研究
をつなぐ」では，本号および次号（123 号）において，以
下に示す 5つのトピックに関する広域評価の事例を提示し
ながら，具体的な広域評価の手順，問題点および展望につ
いて紹介する．
本特集が現在用いられているさまざまな広域評価の利点
および限界に対する理解を深める材料となると共に，実験

室や圃場での観測結果を広域評価へ展開していくためのヒ
ントを提供するものとなれば幸いである．

特集「広域における生態系炭素・窒素動態の予測－実験
室スケールから全球スケールの研究をつなぐ」
Ⅰ．広域評価を目指した炭素および窒素動態の室内実験お
よび圃場観測
1．硝化を例とした実験室とモニタリングのつながり
についての小考察（農工学 , 木庭氏）

2．季節的な土壌凍結が一酸化二窒素生成・排出動態
に及ぼす影響：室内実験から野外観測への示唆（野
茶研 , 柳井氏）

Ⅱ．窒素循環・水循環の広域評価
1．圃場での聞き取り調査に基づく地域スケールの収
量予測 - タイ東北部におけるモデル構築事例 -（森
林総研，澤野氏）

2．流域の窒素収支と河川流出（秋田県立大，早川氏）
Ⅲ．炭素蓄積の広域評価

1．農地への有機物由来炭素投入量の推定と農地土壌
炭素蓄積量のモデリング（農水技会，古賀氏）

2．森林における土壌炭素動態のモデルを用いた全国
評価（森林総研，橋本氏）

Ⅳ．温室効果ガスの広域評価
1．実測値に基づく農林地生態系ガス交換量の広域評
価（農環研，片柳）

2．陸域プロセスモデルによる広域の土壌ガス交換推
定：現状と課題（国環研，伊藤氏）

Ⅴ．データベース構築と利活用
1．農耕地土壌情報システムと利活用 - 農耕地の作土
層中の炭素・窒素賦存量の試算 -（農環研，高田
氏ら）

2．広域評価の不確実性と可能性（農工大，木村）

1Tokyo University of Agriculture and Technology,　 Tokyo 183‒
8509, Japan.　東京農工大学
2National Instiute for Agro-Environmental Sciences, Kannonndai 
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広域評価を目指した室内実験および圃場観測：硝化を例とした
実験室とモニタリングのつながりについての小考察

木庭啓介 1

Laboratory experiment and fi eld monitoring for regional scale analysis: a thought on the relation of 
laboratory and monitoring by the example of nitrifi cation

Keisuke KOBA1

1. 実験室と野外の間にある壁

　土壌中での生物地球化学プロセスを考える際には，し
ばしば野外における連続観測により得られるモニタリン
グデータと，その結果を解釈するために行う室内実験で
得られるデータとの間にある隔たりはどのようなものな
のか，また，どのようにつなげることが可能なのか，と
いうことが問題となる．本稿では，実験室と野外をつな
げる試みとして，ある陸上生態系での硝化活性（土壌中
で微生物によりアンモニウムイオンが硝酸イオンへと酸
化される反応）の推定を通じて，この点について考察し
てみる．

　ある陸上生態系を対象として，硝酸イオンの挙動を理
解したいというような状況の場合，下記のような４種類
のデータを扱うことが多い；

A 　土壌や土壌溶液を採取し，土壌中の硝酸イオン濃
度を測定して得られるデータ

B 　土壌を採取した後，実験室で培養し，土壌中の硝酸
イオン濃度の時間的変化から正味の（または見かけ
上の）土壌の硝酸イオン生成速度，つまり純硝化速
度を測定して得られるデータ

C 　土壌を採取し，重窒素（15N）でラベルされたアン
モニウムイオンや硝酸イオンを用い，15N の濃度変
化を追跡する（同位体希釈法 ; Davidson et al., 
1991）ことで土壌の総硝酸イオン生成速度（総硝化
速度）を測定して得られるデータ

D 　B や C について，温度や水分といった環境要因を
変化させて，土壌の純硝化速度，総硝化速度を測定
して得られるデータ

これらについて考えて行くこととする．

　1. 1 モニタリングから得られる情報
　「A」は現場状態のモニタリングの一部である．土壌
を定期的に採取し抽出して硝酸イオンの現存量を測定す
るのは労力がかかり，現場の攪乱もしばしば大きいこと
がある．そのため，テンションライシメーターを設置し，
これにより土壌溶液を経時的に採取し，土壌溶液中の硝
酸イオン濃度をモニタリングすることがしばしば行われ
る（たとえば Hobara et al., 2001）．しかし，土壌採取に
しても土壌溶液採取にしても，連続的な経時変化ではな
くスナップショットの情報であり，硝酸イオン濃度が夏
に高く冬に低い傾向があるといった漠とした情報は得ら
れるものの，濃度形成メカニズムについて結論を導くこ
とは難しい．少しでもメカニズムに迫るために，スナッ
プショットデータセットの中で，pH やアンモニウムイ
オン濃度，溶存有機態炭素濃度などの要素と硝酸イオン
濃度との相関を調べることはできるが，相関は相関でし
かなく，必ずしも因果関係を示すものではないため，硝
酸イオン濃度を決定するプロセスの解析が容易でないこ
とが多々ある．また，ある生態系全体の硝酸イオンの挙
動を理解する，という大きな目標に対しては，採取した
個々のサンプルの代表性，言い換えればどれだけの数の
サンプルを，どれだけの頻度で，どのように採取し，測
定すべきか，という大きな問題にも直面することになる．
　1. 2 実験室での操作実験から得られる情報
　「B」，「C」，「D」の手法は「A」の手詰まり状態を打
破するため，メカニズムに迫るために行う積極的なアプ
ローチであり，これらを「実験室でのデータ」と見なす
ことができよう．これらのアプローチにおいては土壌を
現場から採取して実験室で実験している時点で，解析で
きるものは植物や大気沈着による影響を除去した環境下
でのメカニズムに限定される，ということに留意する必
要がある．そして，特に森林のように窒素制限下にある
生態系においては，大気沈着由来の硝酸イオンは，土壌
の硝酸イオンの現存量に影響しないのか，そして，大気
沈着由来の硝酸イオンの影響を排除した場合，純硝化速
度の測定にバイアスがかかるのではないのか，という疑
問が生じる．しかし，例えば森林表層鉱質土壌（0‒10 cm
深）を考えてみると土壌へ 15N ラベルされた硝酸イオン
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を添加すると，その滞留時間は数日程度であるし
（Davidson et al., 1992），土壌中における硝酸イオンの
生産（硝化）及び消費（微生物による吸収）に比べれば，
外部からもたらされる大気沈着由来の硝酸イオンのイン
プットは相対的に小さく無視できると考えられてきた．
しかし，この前提に疑問を投げかける結果が報告されて
きている．近年になって，大気沈着硝酸イオンと土壌で
生成された硝酸イオンを区別する新しい指標として硝酸
イオン酸素同位体比異常（Δ17O）というものが提案さ
れている．これは 16O，17O そして 18O の自然存在比が，
大気沈着硝酸イオンとそれ以外で異なることを利用した
指標である．大気沈着硝酸イオンが 25 ～ 35 ‰と大きな
Δ17O 値をとるのに対し，土壌中で生成される硝酸イオ
ンは 0 ‰という値をとる（Michalski et al., 2003）．この
Δ17O を用いた Costa et al. （2011）は，0‒30 cm 深の森
林土壌において，土壌中に存在する硝酸イオンのうち約
9 % が大気沈着由来の硝酸イオンであることが明らかに
した．これは，一般に窒素が足りないと考えられている
森林生態系においても，大気沈着で供給された硝酸イオ
ンの約 1 割が，微生物や植物に使われないまま土壌中に
存在し続けていることを示している．また，より窒素が
豊富にある窒素飽和林でも，このように使い切れていな
い大気沈着由来の硝酸イオンが土壌中に存在していたこ
とが報告されている（Michalski et al., 2004）．これらの
新たな知見は，土壌のみを硝酸イオンの生成源として土
壌硝酸イオンの解析を行うという前提が実際には成り立
たないことを強く示唆している．さらには，森林の植物
や微生物は本当に硝酸イオンを必要としているのか，そ
して窒素制限下に本当にあるのか，という窒素循環を考
える上で大変重要な問いを投げかけるものである．
　では，「B」として挙げられた実験室に持ち帰った土
壌を培養するという作業は，実際，どれほど野外の状況
からかけ離れているのだろうか．陸水学や海洋学では，
実験室における培養実験と現場との乖離を表す用語とし
て bottle eff ect という言葉がある（Zobel and Anderson 
1936, Hammes et al., 2010）．元々，微生物バイオマスが
小さく，更に微生物が定着する有機物の少ない水環境に
おいては，水試料をボトルに採取し培養すると，接着し
うる広大な物理面（ボトルの壁面）が与えられることに
なり，微生物の増殖が促進される可能性がある．そこで，
異なるボトルの大きさによって微生物群集の大きさ，構
造，その機能，さらには物質循環プロセスに大きな違い
が出てくるという懸念を示したものが bottle eff ect とい
う語句であると筆者は理解している．土壌を対象とした
場合，この点に関しては，土壌という媒体が微生物にとっ
ての広大な接着面積をすでに有しているため，考慮する
必要はあまりないと言える．ところが野外と実験室，特
に培養環境との間には，前述した植物による硝酸イオン
吸収，大気沈着硝酸イオンの供給がないというだけでな
く，他にも水の動きがない，一定の温度，一定の水分環
境である，などといった多数の違いがある．この中で温
度や水分といった要因については，丁寧にこれらの要因

を変化させ，できるだけ野外で土壌が経験している環境
を再現しながら培養することが可能である（例えば
Xiang et al., 2008）．しかし，このような対処法はかな
りの労力を必要とするので，残念ながら一般的ではない．
つまり，野外での環境を実験室で再現して実験を行うと
いうのは容易ではない．
　メタンや硝酸イオンのような回転速度の大きい物質の
挙動を追跡するには，その純生成（消費）速度でなく，
総生成（消費）速度を求めなければならないことはよく
知られている．そのため「C」のような場合，15NH4

+ や
15NO3

‒ を添加し，15N の行方を追跡することで総速度を
求めることが一般に行われる．しかし，どうしても土壌
に窒素を添加した上で培養することになる．通常 1 日や
2 日という短期間の培養ではあるが，様々な微生物が利
用する窒素を土壌に添加することによる窒素循環の変化
は，特に森林土壌のような窒素制限下にある対象におい
ては大きいものであると危惧される．この変化の大きさ
を見積もるために Concentration test と呼ばれるよう
な，窒素添加量を変化させたときの反応速度の違いを見
る試験がある（Groff man et al., 2006）．しかし，15N の
追跡による総硝化速度の測定は試料の処理が大変煩雑で
あり，純硝化速度測定と比較して膨大な労力がかかるた
め，Concentration test の実施を困難にしている．
　「D」の手法は，たとえば地温と硝化速度の関係を異
なる温度環境での培養実験を通じて求め，その関係とモ
ニタリングされた膨大な地温データから年間の硝化速度
を求める，というような流れでよく用いられる（窒素固
定の例ではあるがたとえば Hobara et al., 2006）．これは
最良の手続きだと考えられるが，実際のところ，B の手
法のところでも述べたように制御できる環境要因は数少
なく，それらだけで本当に現象を説明できるのかという
問題がある．さらには，硝化の場合は基本的に純硝化速
度の推定であり，硝酸イオン生成と硝酸イオン消費とい
う全く異なるプロセスの差分を少ない環境要因で説明し
ているわけで，現象を完全に説明しきれてはいない．

2. 壁を超える，そして壁を壊すためのツールは？

　「A」の硝酸イオン濃度データは，それだけの硝酸イ
オンが現場に確かに存在していたという点で大変重要な
のであるが，その解釈においては，濃度情報が持つ意味
というものが大変曖昧なことが問題となる．現場で観測
された土壌の硝酸イオン濃度は，植物の吸収，微生物に
よる吸収，微生物による硝酸イオン生成，そして脱窒（貧
酸素環境で微生物が酸素呼吸の代わりに硝酸呼吸を行う
こと），そして大気沈着による供給ならびに下方への移
動，の差し引きの結果である．また一方で，その濃度の
高低が微生物や植物の硝酸イオン利用を制御するため，
あるプロセスの原因ともなりうる．この，結果であり原
因でもあるという濃度データの二面性により，どうして
もその解釈は混乱してしまう．結局解析といっても，例
えば土壌の C/N 比といった硝化速度を制御していると
考えられる環境要因と硝酸イオン濃度の相関を取るとい



うことしかできず，議論は曖昧なものとなってしまうこ
とがある（濃度データをどう考えるかについては，陸水
生態系を対象としているが Dodds 2003 が参考になる）．
　ある硝酸イオン濃度がどのように形成されたのかにつ
いての何かしらの情報を与える手段，つまりある物質の
濃度情報にその物質の生成及び消費情報を与える手段は
いくつかある．たとえば生態学的化学量論の考えにそっ
て，上記に挙げた土壌の C/N 比や，海洋であれば一次
生産者である植物プランクトンがとるとされる Redfi eld
比（C：N：P=106：16：1），さらにはこの Redfi eld 比か
らどれだけ窒素が過剰かをあらわすN*（N* = N ‒16×P；
Gruber and Sarmiento 1997）を用い，土壌中の微生物
活動や，ある環境の一次生産が窒素供給によって制限さ
れているか，それともリン供給が制限しているかを議論
することができる．これらをベースにすると，たとえば
硝酸イオン濃度が高いのは窒素が過剰であるために硝酸
イオンを使い切れていない状態である，というような議
論へと展開することができる．また，たとえば硝化につ
いては，土壌中の amoA（アンモニア酸化酵素をコード
する遺伝子）の存在量を測定することで，実際に硝化を
担っている微生物が存在していることを確認することが
できるであろう（Isobe et al., 2012）．また，後述するよ
うに，物質循環プロセスが駆動することに付随して循環
系から漏れ出てくるガス（たとえば CO2）というものは，
そのものが再利用されることがない条件下では，駆動し
ているプロセスのよい指標となり得ると考えられる．
　2. 1 安定同位体の利用
　筆者は濃度情報に生成プロセス及び消費プロセスの情
報を与えるツールの 1 つである安定同位体自然存在比に
着目して研究を行ってきた．たとえば微生物が硝酸イオ
ンを脱窒で利用するときには選択的に 14N と 16O を消費
するために，硝酸イオンの窒素と酸素の安定同位体自然
存在比（δ15N とδ18O）は 1：1 の割合をもって上昇する
と考えられている（Granger et al., 2008）．また大気沈
着硝酸イオンは大変高いδ18O 値をとることも知られて
いる（Durka et al., 1994）．このような特性を用いると
硝酸イオンのδ15N とδ18O は，土壌中の硝酸イオンが大
気沈着により供給されたのか，それとも土壌中で硝化に
よって生成されたのか，また，脱窒によって消費された
のか，吸収によって消費されたのか，という生成消費プ
ロセスの種類と規模について，半定量的ではあるが情報
を与えてくれる（Ohte 2012）．たとえば，Osaka et al. 

（2010）では，地下水中の硝酸イオンが脱窒を受けるだ
けでなく同時に硝化による生成を受けているという複雑
な状態にあることをδ15Nとδ18Oの解析から示している．
しかし，δ15N とδ18O を用いた解析も，上記に半定量的
と記載しているように，上記の同位体比の変動パターン
が，微生物群集，基質濃度，pH などの環境要因によっ
て変化してしまう可能性があることが，どれだけの硝化
と脱窒が生じているか，という定量的な議論を可能にし
ないという重大な欠点を有している．
　「B」，「C」，「D」の培養実験においては，土壌培養と

いうものがどうしても現場環境とは異なるのだというこ
とを改めて念頭に置き，現場とは異なる生態系を扱って
いるという自覚を持った上で，少しでも一般性を持った
解析へとつなげられるような実験設定が必要であろう．
得られた結果は，「ある場所の土壌を用いた解析結果」
として終わるのではなく，その土壌のパラメーターを詳
細に列記し，「ある条件下の土壌の解析結果」として，
得られた結果を他の土壌環境下の現象へ外挿しやすくす
る，というようなことが必要である．また，培養の際は，
様々な物質が生成され同時に消費されてしまうため，
15N を用いた総速度の測定がどうしても必要になってく
る．総速度の測定においては，物質の添加が不可欠であ
るため，上記に述べた Concentration test を，与える物
質濃度に関して実施し，窒素の添加が物質循環系に与え
ている影響を自分たちで判断できるような材料を得てお
くことが肝要と考える．これを実現するためには，より
容易に 15N 濃度を測定できるような方法論が必要であろ
う（Isobe et al., 2011）．
　2. 2 代謝ガス測定の土壌生物地球化学プロセス解析
への可能性
　土壌培養中でも，総速度と純速度の区別をあまり考え
ずに解析できるデータがいくつかある．ガス濃度は，土
壌培養中に継続的に，比較的物質循環系の変化を少なく
押さえたまま測定できるものの一つである．たとえば前
述した CO2 は土壌培養中，無機化によって生成される
のみとほぼ考えられるので，土壌からの CO2 放出は，
直接的に無機化速度を測定できる良いパラメーターであ
る．また，多くのガスは土壌中で吸着などをあまり考え
なくても良いと思われるため，そのガスが生成された土
壌微環境の情報を保持したまま放出される．すなわち，
土壌中でのあるガスの濃度勾配は土壌培養中の土壌酸化
還元環境について，重要な情報を連続的に示している可
能性がある．近年，Barometric Process Separation （In-
gwersen et al., 1999）という手法が開発され，培養容器
中の大気圧と大気組成の変化を詳細に測定してゆくこと
で，総硝化速度を見積もる試みがなされている．硝化反
応で O2 は消費されるので O2 濃度の減少と共に気圧は
減少し，脱窒反応では，CO2 が発生するので CO2 濃度
の上昇と共に気圧が上昇し，微生物の呼吸では O2 が消
費され CO2 が放出されるため，O2 濃度の減少と CO2 濃
度の上昇がみられるが気圧の変化はみられない．この特
徴を利用し，土壌を閉鎖培養容器内で培養しながらガス
濃度と気圧の変化を観測することで，15N を用いると大
変煩雑である総硝化速度の測定を多数行い，より時間分
解能の高いデータを用いてシミュレーションモデルを構
築できた例がある（Stange and Neue 2009）．このよう
に，基質添加のように物質循環系に大きな変化を与えず
かつ連続的に観測が可能なガス濃度・ガス組成というも
のは，今後，土壌培養のデータをより詳細に解析し，野
外での現象につなげてゆくための，重要な観測要素にな
り得るかもしれない．現在，そのような測定を行おうと
する場合，多くの場合ガスサンプルを時系列で採取して，
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ガスクロマトグラフィー（GC）にシリンジで打ち込む
ということが主流であるが，測定技術の進歩により今後
は，より短い分解能（たとえば秒単位，それ以下）で，
ガス濃度・ガス組成を連続的にモニタリングしてゆける
ようになると思われる．たとえば，Membrane Inlet 
Mass Spectrometry （MIMS：Sheppard and Lloyd 
2002），オプトード（Blossfeld et al., 2011）やマイクロ
センサー（Jørgensen and Elberling 2012）を用いた連
続的 O2，N2O ガスの観測などはすでに始まっている．
近年のレーザー分光を用いたガス濃度とその安定同位体
自然存在比の連続測定技術は，これまでのガス測定の煩
雑さを一気に解消し，更に総速度の情報を有する安定同
位体自然存在比の測定も可能になるということで，大変
注目されている（たとえば Mohn et al., 2012）．これら
の技術を用いることで，より詳細に土壌環境，土壌プロ
セスの情報が得られるだけでなく，測定の煩雑さが軽減
されることでより多くの土壌を対象にすることが可能と
なる．さらにその結果，Concentration test の実施や，
これまで手が回らなかった環境要因の測定が可能となっ
たりすれば，より野外での現象へと外挿可能なデータ
セットの構築が可能となると期待できる．
　2. 3 新たな安定同位体ツールの可能性：硝酸イオンの
Δ17O
　最後に，土壌培養を基礎としたデータの解析を行って
も，集水域全体の現象へとつなげるには，空間的・時間
的異質性という大きな壁がまだ残っている．これについ
ては，土壌培養実験を丁寧に外挿してゆくしかないと個
人的には考えているものの，果たして，正しく外挿でき
るのかという疑問は常に残る．硝化速度を例としてみれ
ば，総硝化速度測定は 1 日間培養した結果で求めること
が多く，しかも 15N でラベルされた窒素化合物を土壌に
添加しなければならない．一方，よく用いられている純
硝化速度の測定では土壌を1月間ほど培養する．この間，
土壌中では大量の硝酸イオンが生成し同時に消費されて
おり，得られる純硝化速度は土壌微生物の要求速度を超
えた分の硝酸イオン生成速度となる．つまりは 1 ヶ月間
土壌培養により得られる純硝化速度は，微生物が使い切
れなかった硝酸イオンについての指標であり，言い換え
れば，植物にとっての硝酸イオンの可給性についての良
いパラメーターであると考えられるが，実験室内の一定
温度，一定水分環境で測定された可給性に意味があるの
かという疑問が残る．
　近年，角皆ら（2010）は，上述したΔ17O を用いて，利
尻島の集水域の総硝化速度を求めている．これは，Δ
17O が脱窒や硝酸吸収では変化せず，大気沈着硝酸イオ
ンのΔ17O が 25 ‰程度と高いのに対し，湖水中で生成さ
れる硝酸イオンはΔ17O=0 ‰と一定であるということを
利用したものである（Michaski and Thiemens 2006，
Tsunogai et al., 2010）．詳細は角皆ら（2010），そして
Tsuinogai et al.（2010）を参照願いたいが，この手法は
定常状態を仮定し，生態系内での硝酸イオンの消費はΔ
17O を変化させることがないというΔ17O の特長を生かし

て，ある期間の平均的な大気沈着硝酸イオンインプット
速度とその平均的なΔ17O 値，さらにある生態系内の平均
的な硝酸イオンのΔ17O から，生態系内での総硝化速度
を求めることができるというものである．この手法は，
個別のサンプルから得られたデータの積み上げでなく，
トップダウン的に集水域の硝酸イオンインプットおよび
アウトプットから，全く循環系を変化させることなしに，
時間・空間平均した硝化速度を見積もることができるも
のである．もちろん，上記にあるように，ある生態系で
の平均的な硝酸イオンインプット量とそのΔ17O を見積
もるということは容易ではなく，さらに定常状態を仮定
するということは，農地のようなダイナミックに窒素循
環が変化する生態系では問題の残るところであり，まだ
まだ改善の余地がある．さらに，硝酸イオンのΔ17O 測
定は大変複雑な測定装置を必要とするため，まだ世界的
にもほとんど行われていない．しかしながら，これまで
行われてきた土壌培養からの，ボトムアップなアプロー
チに加えて，このようなトップダウン的な全く別の手法
を用いることにより，少しずつではあるが生態系全体の
プロセス解析・プロセス推定へと近づくことが可能であ
ると期待される．

謝辞

　本稿の執筆機会を与えていただいた東京農工大学農学
部木村先生，農業環境技術研究所片柳博士，ならびにこ
れまで長きにわたり様々な形でご指導いただいている東
京大学農学部大手先生，京都大学農学部徳地先生のお名
前を特に挙げさせていただき感謝の意を示したいと思い
ます．また，本稿に対してご意見をいただいた東京大学
農学部磯部先生，黒岩様にも深くお礼申し上げます．ま
た，編集委員の中央農業試験場中辻敏朗先生，並びに査
読者の方には原稿の改訂において大変多くのご尽力を頂
きました．ここに御礼申し上げます．

引用文献

Blossfeld, S., Gansert, D., Thiele, B., Kuhn, A. J., Lösch, R. 
（2011）：The dynamics of oxygen concentration, pH val-
ue, and organic acids in the rhizosphere of Juncus spp. 
Soil Biol. Biochem., 43：1186‒1197.

Costa, A. W., Michalski, G., Schauer, A. J., Alexander, B., Steig, 
E. J., and Shepson, P. B. （2011）：Analysis of atmospheric 
inputs of nitrate to a temperate forest ecosystem from 
Δ17O isotope ratio measurements. Geophys. Res. Lett., 
38：L15805, doi：10.1029/2011GL047539

Davidson, E. A., Hart, S. C., Shanks, C. A., Firestone, M. K. 
（1991）：Measuring gross nitrogen mineralizaion, immobi-
lization, and nitrifi cation by N isotopic pool dilution in in-
tact soil cores. Soil Sci., 42：335‒349.

Davidson, E. A., Hart, S. C., Firestone, M. K. （1992）：Internal 
cycling of nitrate in soils of a mature coniferous forest. 
Ecology, 73：1148‒1156.

Dodds, W. K. （2003）：Misuse of inorganic N and soluble reac-
tive P concentrations to indicate nutrient status of sur-
face waters. J. N. Am. Benthol. Soc., 22：171‒181.

Durka, W., Schulze, E.‒D., Gebauer, G., Voerkellus, S. （1994）：
Eff ects of forest decline on uptake and leaching of depos-
ited nitrate determined from 15N and 18O measurements. 
Nature, 372：765‒767.

Granger, J., Sigman, D. M., Lehmann, M. F., Tortell, P. D. 



39広域評価特集　解説：広域評価を目指した室内実験および圃場観測

（2008）：Nitrogen and oxygen isotope fractionation dur-
ing dissimilatory nitrate reduction by denitrifying bacte-
ria. Limnol. Oceanogr. 53：2533‒2545.

Groffman, P. M., Altabet, M. A., Böhlke, J. K., Butterbach‒
Bahl, K., David, M. B., Firestone, M. K., Giblin, A. E., 
Kana, T. D., Nielsen, L. P., Voytek, M.A. （2006）：Methods 
for measuring denitrification：diverse approaches to a 
diffi  cult problem. Ecol. Appl., 16：2091‒2122.

Gruber, N., Sarmiento, J. L. （1997）：Global patterns of marine 
nitrogen fi xation and denitrifi cation, Global Biogeochem. 
Cycles, 11：235‒266.

Hammes, F., Vital M., Egli, T. （2010）： Critical Evaluation of 
the Volumetric “Bottle Effect” on Microbial Batch 
Growth. Appl. Environm. Microbiol., 76：1278‒1281.

Hobara, S., Tokuchi, N., Ohte, N., Koba, K., Katsuyama, M., 
Kim, S‒J., Nakanishi, A. （2001）：Mechanism of nitrate 
loss from a forested catchment following a small ‒scale, 
natural disturbance. Can. J. For. Res., 31：1326‒1335. 

Hobara, S., McCalley, C., Koba, K., Giblin, A.E., Weiss, M. S., 
Gettel, G. M., Shaver, G.R. （2006）：Nitrogen Fixation in 
Surface Soils and Vegetation in an Arctic Tundra Water-
shed： A Key Source of Atmospheric Nitrogen. Arc. 
Antarc. Alp. Res., 38：363‒372.

Ingwersen, J., Butterbach ‒Bahl, K., Gasche, R., Papen, H. 
（1999）：Barometric Process Separation：New Method for 
Quantifying Nitrifi cation, Denitrifi cation, and Nitrous Ox-
ide Sources in Soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 63：117‒128. 

Isobe, K., Suwa, Y., Ikutani, J., Kuroiwa, M., Makita, T., Take-
bayashi, Y., Yoh, M., Otsuka, S., Senoo, K., Ohmori, M., 
Koba, K., （2011）： Analytical techniques for quantifying 
15N/14N of nitrate, nitrite, total dissolved nitrogen and 
ammonium in environmental samples using a gas chro-
matograph equipped with a quadrupole mass spectrome-
ter. Microbes Environ. 26：46‒51.

Isobe, K., Koba, K., Suwa, Y., Ikutani, J., Fang, Y., Yoh, M., Mo, 
J., Otsuka, S., Senoo, K. （2012）：High abundance of am-
monia‒oxidizing archaea in acidified subtropical forest 
soils in southern China after long‒term N deposition. 
FEMS Microbiol. Ecol. 80：193‒203.

Jørgensen, C. J., Elberling, B. （2012）：Eff ects of fl ooding‒ in-
duced N2O production, consumption and emission dy-
namics on the annual N2O emission budget in wetland 
soil. Soil Biol. Biochem., 53：9‒17.

Michalski, G., Scott, Z., Kabiling, M., Thiemens, M. H. （2003）： 
First measurements and modeling of Δ17O in atmospher-
ic nitrate. Geophys. Res. Lett., VOL. 30, NO. 16, 1870, doi：
10.1029/2003GL017015, 2003.

Michalski, G., Meixner, T., Fenn, M., Hernandez, L, Sirulnik, A., 

Allen, E., Thiemens, M. （2004）：Tracing atmospheric ni-
trate deposition in a complex semiarid ecosystem using 
Δ17O. Environ. Sci. Technol., 38：2175‒2181.

Michalski, G., Thiemens, M. （2006）：The use of multi ‒ isotope 
ratio measurements as a new and unique technique to 
resolve NOx transformation, transport and nitrate depo-
sition in the lake Tahoe basin. California Air Resources 
Board, Sacramento, CA, 03‒317 （http：//www.arb.ca.
gov/research/singl‒peroject.php?row_id=60741）.

Mohn, J., Tuzson, B., Manninen, A., Yoshida, N., Toyoda, S., 
Brand, W. A., Emmenegger, L. （2012）：Site selective 
real ‒ time measurements of atmospheric N2O isoto-
pomers by laser spectroscopy. Atmos. Meas. Tech., 5：
1601‒1609.

Ohte, N. （2012）：Implications of seasonal variation in nitrate 
export from forested ecosystems： a review from the hy-
drological perspective of ecosystem dynamics. Ecol. Res., 
27：657‒665.

Osaka, K., Ohte, N., Koba, K., Yoshimizu, C., Katsuyama, M., 
Tani, M., Tayasu, I., Nagata, T. （2010）：Hydrological in-
fl uences on spatiotemporal variations of δ15N and δ18O of 
nitrate in a forested headwater catchment in central Ja-
pan： Denitrifi cation plays a critical role in groundwater. J. 
Geophys. Res., 115： G02021, doi：10.1029/2009JG000977.

Sheppard, S. K., Lloyd, D. （2002）：Direct mass spectrometric 
measurement of gases in soil monoliths. J Microbiol. Met., 
50：175‒188.

Stange, C.F., Neue, H. ‒U. （2009）：Measuring and modelling 
seasonal variation of gross nitrifi cation rates in response 
to long‒term fertilization. Biogeosci., 6：2181‒2192.

角皆 潤・小松 大祐・代田 里子・中川 書子・野口 泉・張 勁 
（2010）：三酸素同位体組成を指標に用いた大気沈着窒素ー
森林生態系間相互作用の定量的評価法．低温科学，68：
107‒120.

Tsunogai, U., Komatsu, D. D., Daita, S., Kazemi, G. A., Nakaga-
wa, F., Noguchi, I., Zhang, J. （2010）：Tracing the fate of 
atmospheric nitrate deposited onto a forest ecosystem in 
eastern Asia using Δ17O. Atmos. Chem. Phys., 10：1809‒
1820.

Xiang, S‒R., Doyle, A., Holden, P. A., Schimel, S. P. （2008）：
Drying and rewetting eff ects on C and N mineralization 
and microbial activity in surface and subsurface Califor-
nia grassland soils. Soil Biol. Biochem., 40：2281‒2289.

Zobell, C. E., Anderson, D. Q. （1936）：Observations on the 
multiplication of bacteria in diff erent volumes of stored 
sea water and the infl uence of oxygen tention and soild 
surfaces. Biol. Bull., 71：324‒342.

要 旨

土壌中での生物地球化学的プロセスの解析，特に生元素の挙動の解析においては，様々な物理的，化学
的そして生物的な影響を生元素が同時に受けるため，極めて困難である．そのため，しばしば実験室内
で，制御環境下における生元素の挙動を追跡し，得られた結果を野外モニタリングデータの解析へと外
挿するが，その際にはいくつか大きなギャップがある．本稿では，このような実験室で得られる結果と
野外モニタリングのつながりについて，特に硝化活性というものを中心に，どのような問題があり，ど
のような解決策があり得るかについて解説する．特に近年，ガス濃度測定や安定同位体比の利用につい
て，新たな測定解析手法が提案されてきており，本稿ではそれらについて特に解説して行く．

キーワード：室内実験，圃場観測，硝化
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季節的な土壌凍結が一酸化二窒素生成・排出動態に及ぼす
影響：室内実験から野外観測への示唆

柳井洋介 1

Eff ect of seasonal soil-freezing on N2O production in soil followed by the emission from soil: Implications 
from in-vitro soil incubation to in-situ monitoring.

Yosuke YANAI1

1. はじめに

　筆者は，2007 年の日本土壌肥料学会全国大会で「窒
素循環における冬季の位置づけ」なるセミナーに参画し，
広域にわたる通年での物質循環をどう捉えるかを討論す
る機会を得た（柳井ら， 2008）．当時の筆者は室内実験
の結果しか有していなかったものの，培養実験で感じ
取ったメカニズムが現場でどう作用しているかを知りた
くて仕方がなかった．幸いなことにこのセミナーの前後
で居住地を東京から北海道へ移し，同時に主たる研究の
手法を実験室内での土壌や微生物菌体の培養から試験圃
場での観測へ変えることとなった．本稿では，室内実験
から圃場でのモニタリングに移って感じたことおよび得
られた結果の背景を記す．

2. 研究対象

　筆者が関心を寄せたのは，季節的に凍結した土壌が融
解する際に短期集中的に一酸化二窒素（以下N2O）を
排出するという現象である．Flessa et al. （1995） は , 年
最大 N2O 排出速度を施肥後ではなく冬季に凍結した土
壌が融ける時に観察した . 通年にわたる観測で得られた
N2O 排出量 9.4‒16.8 kg N2O‒N ha

‒1 yr‒1 は Bouwman 
（1990） が推計した排水良好な耕地における年間排出量
より高く，このことの原因として，N2O 排出速度の計
測が必ずしも通年で行われていないこと =土壌凍結が
起こる温帯から寒帯の地域での推計値が過小評価となっ
ている可能性を指摘した．実際，Röver et al. （1998） の
観測では 1年間 365 日のうち 3月から 11 月の 275 日間
のN2O 排出量は年間値の 22 %（無施肥区）および 33 %
（施肥区）であり，土壌の凍結融解がおこる 12 月から 2
月の 90 日間のデータを含めない（観測せずゼロとみな
す）ことによる年間排出量の過小評価を如実に例示して
いる．Flessa et al. （1995） は , 結論において広域評価や

将来予測に向けた観測方針にも言及している : ①農耕地
からのN2O 排出量を正確に推定するためには長期に渡
り観測を続けることが必要である②その際，通年での観
測を基本とし密な時系列データを取得するべきである③
耕地土壌でのN2O 生成強度は土壌の理化学性だけでな
く営農管理形態にも依存することは明白であるから，地
域の土壌や管理形態をよく代表する場所を網羅して観測
計画を立案すべきである④そうすることで土壌・気象・
営農管理などの要因がどのように土壌からのN2O 排出
速度を制御しているかを知ることとなり⑤知見の積み重
ねにより，実測し得ない広大な地域に渡るN2O 排出挙
動を予測したり将来のN2O 排出量を予測したりする際
に利用できるツールの開発に貢献するだろう．筆者はこ
れを参考に「通年での定点観測の実施」が実態解明と広
域評価と将来予測の第一歩であると考えるに至った．そ
こで，冬季の地温や水移動特性が異なる試験区（除雪に
より土壌凍結をより発達させる区と融雪材の散布により
消雪日を早める区）を 1筆の試験圃場の中に作りモニタ
リングを行う計画を立案し実施した．この実験計画は，
屋外での観測ではあるものの管理された農地のあるがま
まを観測するのとは異なる，小規模野外操作実験（仲岡，
2008）の範疇にあるものである．

3. アプローチ

　3. 1. 発散した室内実験
　この計画の立案に至るに先立ち，「現場でのN2O 排出
速度の計測は時空間変動が大きくて難しい，したがって
N2O の生成に関与する微生物の生態メカニズムから
N2O 排出量を逆算して広域評価につなげよう」とする
モデリングの発想で研究を行っていた時期があった．研
究史上では，季節凍土が排出するN2O は脱窒の産物で
あるとされていたことから（柳井ら，2007），土壌の凍
結融解によるN2O 還元活性の損失もしくはN2O 還元酵
素を持たない微生物の優占化が生成されたN2O を大気
へ漏らしている，と仮説を立て実験を行なっていた．結
果として，実験室内で行う土壌の凍結融解処理が現場と
異なっていたからなのか，土壌凍結によってN2O 還元
酵素の活性が下がるというデータはほとんど得られな
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かった . その代わりに , 土壌凍結によって脱窒能（硝酸
塩をN2O に還元する活性）は高まるというデータを多
数得た （Yanai et al., 2007b）．後者の結果は , 凍結融解
で微生物菌体由来の有機物が可溶化すること （Yanai et 
al., 2004） と密接に関連している可能性が高いが，当時
はそのように考えられなかった．また，N2O 還元酵素
を有さず温度が下がっても活性がそれほど下がらない糸
状菌が凍結融解条件下の土壌でのN2O 生成に関与して
いるのではないかと考え，脱窒能を有する糸状菌の分離・
検定方法を確立したが （Yanai et al., 2007a） ，実際には
時間的な制約で検証に至らなかった．一方で，土壌の凍
結条件に着目した実験では，凍結前の水分条件次第で融
解時にN2O が排出されないことがあること，また，炭
素源の添加で融解時のN2O 排出量が増えることを見出
した（未発表）．結局，モデリングの発想で研究に着手し
たはずが定性的な事実の列挙に終始し，定量的な議論に
達することなく「土壌凍結は脱窒反応”straightforward 
denitrifi cation （Mørkved et al., 2006）”の誘発因子であ
る」と研究史の再現および言い換えに留まってしまった .
　3. 2 仮説を練り直して野外観測へ
　以上で室内実験は締切に追われるように完結すること
となったが，当時の議論を思い出したある日，「凍結融
解条件で脱窒，生化学的な硝酸還元反応が起きていると
言っているようだが，それは土壌中でN2O 分圧が上が
ると同時に酸素分圧が下がっているということではない
か」「酸素分圧の低下が起きていると連呼しているよう
に聞こえるが，一度でも測ったのか」と批判的な考えが
頭をよぎった．「凍結融解条件で微小嫌気部位が存在す
ることを考察する論文はあるけれども，そう考察するこ
とで実測不可能とみなしているだけではないか」「微生
物の細胞膜近傍の酸素分圧はわからなくても，酸素分圧
の低下はマクロポアでもある程度検知できるのではない
か」，とみるみる思い立ち，検証したくなった．実施す
るにあたっての問題は，土壌が凍結融解する条件で土壌
ガスを採取して分析する方法と，観測に適したサイトを
見つけることであった．しかし，大きな困難に遭遇する
ことなく解決した．酸素は空気中の多量成分なので熱伝
導度検出器で検出できる．しかし，カラムでの酸素とア
ルゴンの分離が難しく，専用のシステムを組む必要があ
る（Yoh et al., 1998）のだが，分析システムを開発者か
ら借りることができた．また，土壌中からガスを採取す
るにあたって，融解期の表層土壌は永久凍土地帯の活動
層下端と同じで体積含水率が非常に高く，土壌孔隙から
ガスを吸引採取しようとすると水の混入が不可避である
ことが予想され，安定的な試料採取の妨げとなると考え
られた．このことは，水を通さずガスのみを通す孔のな
い高分子膜を土壌中にあらかじめ埋設しておくこと（柳
井・常田，2009）により回避したことに加え，空間代表
性の高い試料を得る手段ならびに酸素センサーと連結す
ることで連続自動計測の手段にまで拡張することができ
た．サイトについては，2006 年に永久凍土帯（ヤクー
ツク）での土壌ガス組成調査に行った直後に参加したあ

る研究会での出会いがきっかけとなって解決した．これ
らの結果として，現場（北海道河西郡）での予備試験を
2007 年 11 月から行い，本試験を 2008 年 11 月から 2010
年 10 月まで実施し，土壌凍結が発達した条件で融雪開
始から消雪にかけて，土壌ガス中でN2O 分圧が上昇す
るときに酸素分圧が低下することを観察することに成功
した （Yanai et al., 2011） .

4. 観測による仮説検証を終えて

　4. 1 現象理解とモデリング・広域評価へのギャップ
　予備試験と本試験 1年目は室内実験の結果から予想さ
れる範囲の観測結果，すなわち「土壌凍結が発達するほ
ど土壌中で酸素分圧が低下して N2O 分圧が上昇する」
を得ることができた．一方で，本試験 2年目には「土壌
凍結が発達しても酸素分圧の低下はわずかでN2O 賦存
量の増加も小さい」としか言いようのない結果を得るこ
ととなった．本試験 1年目の結果では，土壌が雪氷で覆
われる 11 月から 4月の半年間にわたるN2O 排出量は土
壌の積算寒度もしくは年最大土壌凍結深だけで近似でき
ていた（Yanai et al., 2011）．しかし，本試験 2 年目の
結果も包括する説明をしようとすると，融解期の積雪深
が無視しえない役割を果たしているかもしれないとする
解釈を得たが（柳井ら，2012），その検証に着手するこ
とはできず，現象のモデル化には至らなかった．本稿で
はその詳細には触れないが，その代わりに，野外観測で
得た結果をモデル化したり広域評価に利用しようとした
とき，もしまた培養実験で物質循環研究にアプローチで
きる境遇にあったらどのようなことをしうるかを想像し
て本稿の結びとする．
　4. 2 モデルと観測をつなぐ培養実験と学理の構築
　ひとつは，物質循環を表現する既存のモデルの勉強と
それの改良に必要な速度論パラメータの取得である．最
善は自らシミュレーションモデルを構築することである
が，例えば DNDC（Li et al., 1992）や ecosys（Grant 
and Pattey, 1999）といった物質循環に関する既存のシ
ミュレーションモデルで硝酸化成や脱窒といったN2O
生成プロセスがどのように記述されているかを知り，自
らの実感や観測しているサイトの状況を説明するために
どういったパラメータを調整するか，そのパラメータを
取得するためにどういった実験系を組む必要があるかを
考案することが，次善の策ではないかと考えている．こ
れまでに筆者が行ってきた実験，例えば菌密度の測定（柳
井ら，2003）や生育曲線の取得・解析 （Yanai et al., 
2007b, Yanai et al., 2008） は，経験と勘を養うには十分
であったがモデル化という出口に対しては必ずしも適切
ではなかった．土壌の硝酸化成能や脱窒能のモデル化，
すなわち見かけのミカエリス定数の取得や温度依存性の
評価ができていなかったのは，設計段階での勉強不足を
認めざるを得ない．
　もうひとつは，土壌中での生成・消失反応と移動現象
を区別する論理の構築である．筆者が実施した観測 
（Yanai et al., 2011） では土壌ガス分圧を 4深度で測定し



たが，質量保存則に基づいて定量的な解析を試みようと
すると，時折よくわからない解析解（土壌中ガス賦存量
変化量が地表面フラックスと比べて異様に小さい，消費
反応を無視しうる二酸化炭素でも生成項がマイナスにな
るときがある，など）に直面する．このことは，試験設
計が解析に相応しくなかったためなのか，もしくはそう
いう現象・事実として受け入れなければならないのか，
思案し続けている．ガスの土壌中賦存量を計算すると，
水への溶解度が高いN2O は液相に溶存している量の方
が気相中に存在している量より多い場合が少なくない．
賦存量変化の時系列をみていると，N2O の地表面排出
と同時に地下への溶脱も起きていることが示唆されるも
のの，環境影響評価として，また単に解析解として，ど
のように表現すべきかいいアイデアが浮かばない．こう
いった懸念は，土壌物理学の基礎に立ち返ると，水移動
の解析手法を理解することなく，溶質の挙動を考慮しな
いで，ガスの生成・移動を興味のままに論じようとして
いたことに起因するのかもしれないと思えてくる．この
ことは，N2O や硝酸塩の安定同位体比の解析に着手し
てから （山崎ら， 2011， 柳井ら，2011） 強く思うように
なった．データは恐らく真実を物語っている，しかしそ
れをうまく汲み取れなければ意味がない，なぜ一意的な
解釈ができないのか，複雑系であるが故のやむを得ない
ことなのか，もっと基礎的・基本的・単純な系であれば
適切に解釈できるのか，と悩みは尽きない．

5. おわりに

　悩むのは研究の上では大事なことである．一方で，農
業活動の環境負荷を明らかにする目的を果たすことも忘
れてはなるまい．たとえ限られた事例調査が基であった
としても，その挙動がある程度の広さをもった地域で生
じているとしたら…と実空間における現象として解釈を
拡張して思考することを「不正確さ」を理由に避けてい
ては，議論の進展は望めない．問題の解決を阻む内外に
潜む要因を明らかにしていくためにも，筆者自身も未着
手の解析をどういう形であれ進めていかなければなるま
いと，本稿の執筆を通じて痛感した次第である．
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要 旨

土壌の季節的な凍結融解がもたらす短期集中的な一酸化二窒素（N2O）の排出について，実験室内での
微生物生態生理学的な研究から得た示唆をもとに計画した観測の，方法と得られた結果を概観した．土
壌中でN2O 分圧が上昇するときに酸素分圧の低下が伴うことを季節凍土で示すことはできたものの，
季節凍土での土壌ガス中酸素分圧を決定するメカニズムの解明には至らず，現象の理解ならびに広域評
価方法の提案に課題が残された．一方で，農地での環境負荷をモデリングするために必要な実験室内で
の培養実験もあるはずで，土壌微生物反応の定量化とともに物質の生成及び消費反応と移動現象を区別
する学理の構築がより一層望まれる．

キーワード：培養実験，野外観測，脱窒，一酸化二窒素，モデリング
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圃場での聞き取り調査に基づく地域スケールの収量予測
―タイ東北部におけるモデル構築事例―

澤野真治 1

Modeling for simulating the regional rice yield of rain-fed lowland rice based on farm survey in Northeast 
Thailand

Shinji SAWANO1

1. はじめに

　広域を対象として，気候変化も含む作物の環境応答特
性を評価することは，世界規模の食糧問題の解決の糸口
を探る上で重要な課題である．作物の環境応答特性を総
合的に評価するにあたり，養分吸収や水利用といった作
物生育プロセスを取り込み，設定した条件下での成長を
予測する事ができる作物モデルは有効なツールである．
　一般に，作物モデルは圃場での計測結果に基づいた主
要なプロセスの関数化やパラメタリゼーションによって
構築される．一方，農業の生産性は，環境要因だけで無
く品種改良，施肥や機械の導入といった栽培技術要因の
影響も受ける．また，こうした栽培技術は，気候や経済
事情を受けて地域による違いがある．従って，評価対象
とする空間スケールを拡大していった場合，取り扱う農
業の生産性に関するデータは，圃場スケールで生じてい
る水 ･物質循環と作物の応答以外の要因の影響も含んで
いる可能性がある．その結果，圃場での計測結果に基づ
いて構築された作物モデルをそのまま広域に適用する事
は，モデルによる予測結果に不確実性が含まれているこ
とが予想され，地域によって変わる栽培技術要因の影響
を新たに作物モデルに組み込む事が必要となる．
　そこで，本稿では，圃場での計測結果に基づいて構築
された作物モデルを広域に適用する第一歩として，タイ
の国土面積の 3分の 1を占め，タイにおける主要な水稲
生産地域であるタイ東北部の天水田を対象に行った地方
行政区分スケールへのアップスケーリング事例
（Hasegawa et al., 2008; Sawano et al., 2008）を通じて，
広域へのアップスケーリングのために加えるべき視点に
ついて考えてみたい．

2. 作物モデルの概要

　Hasegawa et al.（2008）で用いた作物の成長を予測

する作物モデルについて以下に簡単に説明する．作物の
成長の予測は水利用効率を用いて推定する．これは当初
降水量に依存する作付体系である天水田を対象として水
ストレスが作物の成長に及ぼす影響を評価する事も考慮
に入れていたためである．この作物モデルでは，気温や
日射の条件以外，つまり水ストレスや病虫害といった作
物生育に負の影響を及ぼす要因の制約が無い場合の最大
到達可能な収量を予測している．収量の推定は以下の手
順で計算される．

　　　　dW
dt ＝ WUE× ET0 × FCC （1）

　　　　  W＝ ∫ dW
dt
 dt （2）

　　　　  Y ＝  HI ×W （3）

　ここで，WUEは水利用効率（g Kg‒1），ET0 は FAO
基準蒸発量（mm day‒1），FCCは植被率，HI は収穫指数，
Wは水稲のバイオマス量（g m‒2），またYは収量（g m‒2）
を表す．水利用効率と収穫指数は，それぞれ4g kg‒1と0.3
の一定値とし，FAO基準蒸発量は FAO‒56（Allen et 
al., 1998）の手法に基づく．長期の予測を実施する際には，
栽培技術の進歩も収量の趨勢に大きく影響する．
Hasegawa et al. （2008） では，栽培技術の進歩が水稲の
生育に及ぼす影響を，窒素肥料投入量の増加に伴う水稲
群落の最大植被に現れると仮定し，最大植被率を肥料投
入量の関数とした．なお，栽培期間中の植被率の増加速
度は，気温と最大植被率によって表現する．また，水稲
の生育の進行は有効積算温度と日長の影響を表す関数に
よって表現する．その際，移植から出穂までは積算気温
で 1600 ℃ day（基底温度＝ 8℃），出穂から収穫までの
積算温度を 1000 ℃ day（基底温度＝ 0℃）とした．なお，
日長は移植から出穂までの期間のみ影響するとした．

3. 広域化へのアプローチ

　統計データの集計単位としてしばしば見られる地方自
治体くらいの空間的な広がりで集計された収量は，その
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領域内の様々な環境条件下にある圃場での結果を集計し
ている．対象とする領域が広くなるほど，こうした圃場
ごとの環境条件にはより多様性が出てくると考えられ
る．また，これらの圃場の環境条件は気候変動などの環
境変動に対しての応答が異なる可能性が考えられる．
従って，作物モデルを用いて広域の水 ･物質循環が作物
の生産性に及ぼす影響の評価や，気候変化に代表される
環境変動が作物の生産性に及ぼす影響の評価には，対象
領域内の各圃場のばらつきを生んでいる要因を把握して
モデルに組み込む必要がある．
　環境条件の違いを表現する手段として，気象や土壌な
どのGISデータセットを用いる事が考えられる．これは，
データセットそのものが，降水量や気温といった気象条
件や土壌中の窒素などの肥沃度の地理的な分布を有して
いるからである．一方で，こうした GIS データを用い

てもなお，圃場の環境条件のばらつきをうまく表現でき
ない場合もある．これは，用いる GIS データセットの
空間解像度が，圃場一つの空間スケールよりもかなり粗
い場合である．これは，大陸や全球といったより広い領
域を対象とした場合や，より細かい土地利用形態の特徴
を有する地域を対象とした場合にしばしば見られる．
従って，領域内の圃場における環境条件の違いを踏まえ
たモデル作りは，その領域の利用可能なデータセットや
圃場の空間スケールや地域的な特徴に応じてなされる事
が要求される．
　モデル入力に用いる気象データは，東アングリア大学
気候研究所が公開しているデータセット（CRU, 
Mitchell et al., 2004, http://www.cru.uea.ac.uk/cru/
data）を内挿したのち県単位の平均値として用いている．
このデータは全球の気象データを統一的手法で構築して

Fig. 1.　タイ東北部における聞き取り調査に基づく 2004 年及び 2005 年の 2 カ年の移植日，
出穂日及び収穫日における頻度分布　移植が実施された水田での結果のみを示す（2004 年
は n=106，200 年は n=83）. 図中のXはサンプルの平均値，SD は標準偏差をそれぞれ表す .
Frequency distribution of sowing, transplanting, heading and harvesting dates of the 
farms surveyed in Northeast Thailand in 2004 and 2005. Only transplanted paddy fi elds 
are shown （n=106 in 2004 and 83 in 2005）， X　is the mean， and SD is the standard 
deviation of the dates each year.



いるという特徴があるが，データセットの空間解像度0.5
度であり圃場の大きさと比べとても粗い．一方，土壌の
肥沃度は作物の窒素含有量に影響を及ぼし，土壌の肥沃
度の空間的な不均一性は圃場ごとの収量のばらつきに大
きく影響する（Miyagawa and Kuroda, 1988；Homma 
et al., 2001; 2003）．しかし，広域を対象に限られた情報
のみで土壌の肥沃度が圃場毎の収量のばらつきに及ぼす
影響を評価する事は難しい．従って，入力データとして
利用可能な気象データだけではタイ東北部の圃場におけ
る環境条件の違いを表現するには不十分であり，タイ東
北部における水稲生産の地域的な特徴を新たに抽出する
必要がある．
　Hasegawa et al.（2008）や Sawano et al.（2008）で
地域スケールのモデル構築の対象としたタイ東北部は，
短い水平距離に対して標高の変化があるという微地形的
な特徴を有している．また，水田地帯の土地利用形態は，
Nong と呼ばれる水平距離数百mほどの小流域を一つの
単位として圃場群が分布し，個人はNong の斜面方向に
対して短冊状に圃場を所有している（Suzuki et al., 
2003）．また，水稲栽培の地域的な特徴として，灌漑設
備の導入がなされているものの，依然として天水田の割
合が大きい事が挙げられる．この地域の年降水量は南西
部で 1100 mm，東北部で 1800 mm程度であり，南西か
ら北東に向かって年間の降水量が増加する特徴がある．
こうした土地利用形態と降水量の分布は，微地形や降水
量に対する立地に応じて水環境の違いを生んでおり，圃
場スケールでの観測研究においても，この水環境の違い
が圃場毎の生産性のばらつきを生んでいることが明らか
になっている（Homma et al., 2001; Suzuki et al., 2003）．
しかしながら，タイ東北部各県の統計収量では，降水量
の年変動と比較すると収量の時系列の変動は大きくな
い．
　タイ東北部の圃場での生産性を積み上げたデータであ
る統計データで，圃場毎の水環境の違いによって変動す

る水稲生産性の影響が見えなくなるのはなぜだろうか？
筆者らのグループは，ここに見られるギャップの原因を
モデル化する事で，タイ東北部の県単位の水稲生産性の
特徴を理解する事ができると考え，そのための聞き取り
調査を実施した．聞き取り調査は，2004 年と 2005 年の
2 カ年で実施し，タイ東北部の 19 の県のうち 11 県で
149 の農家を対象とした．聞き取り項目は主に栽培管理
に関するもので，植え付け方法，水管理手法，栽培品種
及び，播種，移植，出穂と収穫の日付である．
　特徴的な結果として，栽培暦が挙げられる．播種や移
植といった栽培を始める時期は地域的に大きくばらつき
があるが，出穂や収穫といった栽培期間後半のイベント
が起こる時期の地域的なばらつきは少ない（Fig. 1）．こ
れは，場所によって生育期間が大きく異なる事を意味し
ており，生育期間の違いに起因して収量も違ってくる可
能性が予想される．聞き取り調査の結果では 15 の水稲
品種が栽培されている事が確認されたが，Khao Dawk 
Mali 105 （KDML105），RD6 や RD15 といった比較的古
い感光性品種がサンプルの 90％以上を占めており，
Miyagawa （1995）や FAO （2002）といった他の報告と
合わせても，これらの品種は長い期間栽培され続けてい
る．Sawano et al. （2008） では水稲の感光性を考慮した
栽培暦モデルを構築しており，この栽培暦モデルと前節
の作物モデルとを組み合わせて移植時期に対応した収量
を計算した例がFig. 2 になる．ここでは，3カ年の気象
データと窒素肥料投入量を用いて計算した例を示してお
り，移植時期の違いによって収量が大きく異なり，早い
時期に移植した場合ほど栽培期間が長いことを通じて収
量が大きくなる事が示されている．そのため，”いつど
のくらいの面積の水田で移植を行ったのか”ということ
を知ることが，タイ東北部の水稲収量予測において重要
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Fig. 2.　モデル計算により示される移植日の違いが水稲収
量に及ぼす影響　移植日は6月1日から8月31日までとし，
Khon Kean 県を対象に 1980 年，1990 年及び 2000 年の気
象データ及び窒素肥料量入量を用いて計算を行った．
Simulated response of rice grain yield to transplanting 
dates from June 1 to August 31 for Khon Kaen Province 
in 1980, 1990, and 2000

Fig. 3.　6月 1日からの積算降水量で表される移植面積割
合の増加　2005 年は雨季の開始の遅れにより直播圃場が
2004 年より増えたため，移植面積割合の算出には 2004 年
の移植された圃場の数（n=106）を元にしている．
Progress of percentage of the paddy fi elds transplanted 
in 2004 and 2005 in 11 provinces in Northeast Thailand, 
as a function of cumulative precipitation from June 
averaged for 11 WMO stations each year .  The 
percentage is based on the number of farms transplanted 
in 2004 （n=106）．
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になってくる．なお，年次による収量の計算値の違いは
窒素肥料投入量の違いに起因している．
　天水田が湛水を開始する時期は当然降水パターンに依
存する．従って，播種や移植時期のばらつきは降水条件
の違いに起因していると考えられる．タイ東北部では，
北東部ほど降水量が多いという降水量の地理的な分布の
特徴がある．聞き取り調査を行った 2004 年と 2005 年で
も降水量の地理的な分布は同様であり，また栽培期間で
ある4月から10月までの総降水量に大きな違いは無かっ
たが，2004 年は 2005 年に比べて雨季の開始及び終了が
早く，その結果 4月から 8月上旬までの雨季前半から中
盤にかけての降水量が多かったという降水量の季節的な
パターンに違い見られた．聞き取り調査で得られたタイ
東北部の移植時期には，タイ東北部内の降水量の地理的
な分布の違いによらず広範なばらつきが見られた．一方
で，移植された水田の面積割合の推移は雨季前半の降水
量が多かった 2004 年の方が 2005 年に比べて早く，2カ
年の降水量の季節的なパターンに起因する移植面積割合
の推移の違いは，移植が本格的に開始される 6月 1日か
らの積算降水量を用いる事で統一的に表現することが可
能であった（Fig. 3）．これは，タイ東北部の農家の土地
所有形態と併せて考えると，それぞれの農家は微地形的
に湛水しやすい圃場から移植を始めるという水環境の立
地条件に応じた移植スケジュールを選択しているのでは

ないかということが推察される．また，移植面積割合の
推移には傾きが異なる 3つの領域がある．このことは，
移植の進捗状況が降水だけでなく，苗や労働力の調達と
いった要因の制約を受けている事を反映している可能性
がある．
　これらの結果を受けて，栽培を開始する時期である移
植のイベントの降水依存性が生育期間の長さを通じて，
タイ東北部の地域的な水稲生産が特徴付けられていると
いう仮説を立て，移植面積の増加を雨季の季節進行を表
す指標で表現する事とした．年々の雨季の進行は，6月
から積算降水量と 6月からの 3ヶ月降水量の気候値との
比を用いて表す事とする．

4. モデル適用結果及び考察

　このようにして，雨季の進行に伴って移植された水田
面積割合が増加する様子をモデル化することで，実際の
県単位の収量の再現性はどのように向上するのだろう
か？ここでは，2つの条件を設けて比較することでその
効果を示す．一つ目の条件は，県の降水量が一定量に達
した時に移植が実施されるというものであり，
Hasegawa et al. （2008）において case1 として各県の 4
月 1日からの降水量が 600 mmに達したときにその県で
移植が一斉に実施されるとしたものである（Fig. 4 中の
case1）．この場合，県内部の移植日のばらつきは無視さ

Fig. 4.　1976 年から 2000 年までの降水量が異なる 4県での統計収量及びモデルシミュレーション結果の時系
列変化　モデルシミュレーションは本文中で示した 2つの条件での結果を示している．
Time courses for observed and simulated grain yield for 4 provinces in Northeast Thailand form 1976 
to2000. The simulation was conducted for each of two cases described in the text
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れるが，降水量の地域的な違いに起因して県毎の移植日
にはばらつきが生じる．二つ目の条件は，ここで導入し
た雨季の進行に伴う移植された水田面積割合の増加のサ
ブモデルによって，県内部及び県毎に移植日にばらつき
が見られる（Fig. 4 中の case2）．この二つの条件で
1971 年から 2003 年までの期間で計算した結果が Fig. 4
である．一つ目の条件で行った計算は，降水量の年変動
の影響を受けて推定された収量の年変動が統計収量の年
変動と比較して大きかった．また，推定された収量の絶
対値は，降水量の多寡の影響を受けており，降水量がタ
イ東北部の中で多い北東部のNong Khai では統計収量
よりも値が大きく，降水量が少ない Khon Kaen や
Nakhon Ratchasima では統計収量よりも値が小さくな
る傾向が見られた．一方で，移植面積変化のサブモデル
を導入する事で，降水量の年変動や地理的分布の影響が
薄まり，降水量の年変動に比べ収量の変動が小さいとい
う県単位の統計収量の趨勢を良好に再現することができ
た．なお，統計収量に見られる長期的な上昇トレンドは
主に窒素肥料投入量の増加が反映している．ここで用い
た作物モデルでは窒素肥料投入量が植被率を通じて収量
に及ぼす影響を取り扱っており，モデルで計算した収量
も統計収量と同様な長期的なトレンドを再現することが
できた．このことは環境変動が作物の生産性に及ぼす影
響に加え，窒素肥料投入量という栽培技術オプションに
よる環境変動への適応手法の効果を広域で考察する事が
可能となる．
　タイ東北部天水田地域における圃場スケールでの観測
研究では，水環境の違いが圃場毎の生産性のばらつきを
生んでいることが明らかになっている（Homma et al., 
2001; Suzuki et al., 2003）．圃場でのモニタリングに基
づいて作物モデルを構築する場合，例えば水環境が圃場
毎の生産性に大きく影響を及ぼす時には，水ストレスが
作物の成長に影響を及ぼす効果をサブモデルとして作物
モデルに導入するという形で，モニタリングにより得ら
れた知見がモデル構築に反映される．
　一方で，タイ東北部各県の統計収量では，降水量の年
変動や地理的な分布と比較すると収量の時系列や地域的
なばらつきは圃場での研究結果と比べ大きくない．一般
に，作物の統計には作付面積と収穫面積の両者が記載さ
れていることが多い．また，洪水，渇水や病虫害などが
発生した年には，作付面積と収穫面積が大きく違う事が
ある．これは，収穫量の著しい低下が予想される場合に
は収穫を放棄することがあるからである．
　ところが，多くの作物モデル（例えば，Bouman et 
al., 2001）は，単位面積あたりの値を出力値として扱っ
ており，栽培期間中の気象等の影響によって栽培面積が
変化しうることを想定していない．この点について，単
純に圃場スケールの作物モデルを広域に適用した場合，
仮に計算結果が統計収量を良好に再現していたとして
も，得られた結果は現実と乖離している可能性を含んで
いる．
　ここでのアプローチは，移植の有無にかかわる要因の

みで環境の影響が考慮されている．一方で，移植が実施
された後の期間で気象害が生じ栽培が放棄されるような
場合はどのような事を考慮すべきであろうか．例えば，
この地域には洪水による影響も気象害の一つとして報告
されている．雨季中盤から終盤にかけて洪水が起こった
場合，移植が既に終わった水田が被害を受けることにな
る．この場合，圃場において生産活動が持続可能かどう
かについての予測をする必要がある．例えば，水文モデ
ルを用いて湛水している領域の推定と作付面積との間に
一定の関係が得られた場合（例えば，Ishigooka et al., 
2010），湛水面積を通じて作付時期，最終的な作付面積
や水不足により放棄された面積といった圃場の情報を作
物生産の予測に役立てる事ができるようになるかもしれ
ない．このように水循環モデルと作物モデルとを，広域
の作物生産に影響を及ぼす要因で統合することで，対象
とする領域の水稲生産の特徴を踏まえることができ，気
候変化など未知の環境変動に対する作物生産も含んだ
水・物質循環のモデルシミュレーションが可能になると
考えられる．

5. おわりに

　本稿では，圃場での計測結果に基づいて構築された作
物モデルを広域に適用する第一歩として，タイ東北部の
天水田を対象に行った県単位収量予測のためのアップス
ケーリング事例を通じて，広域へのアップスケーリング
のために加えるべき視点について考えてみた．
　圃場スケールにおけるモニタリングでの結果と統計収
量との間に見られるギャップを明らかにするために，現
地の農家への聞き取り調査を実施し，地域スケールで見
たタイ東北部の天水田における水稲生産の特徴の把握を
行った．その結果，既往のモデリングアプローチよりも
統計収量の時系列や地理的な特徴を良好に再現すること
ができた．
　広域を対象とする場合，検証データとして統計値を用
いることが一般的である．しかし，統計値の集計と圃場
でのモニタリングが同様の条件で行われているかどうか
不明である場合がある．この場合，対象領域の特徴を把
握するための調査を別途行う必要がある．なぜならば，
気候変化や環境の変化といった未知の状況下における予
測を行う際，地域の環境に適応した栽培方法などの特徴
を踏まえること無く予測した結果は，将来起こりうる影
響から大きく外れている可能性を有することになるから
である．
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要 旨

気候変動といった広域で起こる環境変動に対する作物の応答を総合的に評価する際に有効なツールであ
る作物モデルを広域に適用する際に加えるべき視点について，圃場での聞き取り調査の結果から広域の
収量予測モデルを構築したタイ東北部の事例を用いて論じた． 
聞き取り調査により把握したタイ東北部天水田の地域的な特徴である，地域的な移植時期のばらつきが
水稲の生育期間の長さを通じて収量に影響するという事を表現したサブモデルを導入することで，タイ
東北部の県単位の統計収量の時系列や地理的な特徴を良好に再現する事ができた．これらのことから，
対象領域を広げる際には，作物生産において対象領域内のばらつきを生んでいる要因を把握し，圃場の
モニタリングを通じて得られた知見に組み合わせることが必要であると考えられる．

キーワード：作物モデル，アップスケーリング，水稲，県収量，タイ東北部
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流域の窒素収支と河川流出

早川　敦 1

Nitrogen budget and riverine export in watershed

Atsushi HAYAKAWA1

1. はじめに

　流域は分水嶺による境界が明瞭であり，一般には流域
単位で水収支が閉じているため，物質の流れを把握する
のに適している．そのため，流域は，モニタリングやモ
デリングに適したシステムの基本単位として捉えやす
い．流域の物質収支を定量する基本的な方法に，物質収
支法がある．物質収支法は，ある空間領域における物質
の出入り全体を表す手法であり，現象の定量化の基礎で
ある．収支を取るためには空間領域の単位時間単位面積
当たりの流れ，すなわち，流束（フラックスあるいはフ
ロー）が必要となる．流域の窒素収支の場合，流域とい
う空間領域を対象に窒素の出入り（窒素の投入フローと
持出フロー）全体を記述することになる．
　河川は流域の窒素を流域外部へ輸送する．河川水は，
流域を構成する要素（気候，地形，地質，土壌，植生，
土地利用など）と要素間の相互作用を反映した広域代表
性に優れた試料であり，比較的容易に時空間的に採取可
能である．そのため，流域の窒素循環の健全性を評価す
るために，流域構成要素（例えば，土地利用）と河川水
質との関係や，流域の窒素収支と河川流出量の関係を求
めるアプローチが取られる．Howarth et al .  （1996）は，
流域を対象とした窒素収支の概念を提唱し，北大西洋に
流入する 16 河川流域において，流域の窒素収支である
正味の人為窒素投入（Net Anthropogenic Nitrogen 
Input；NANI）が，河川流出窒素量と正の関係にあり，
その回帰式の傾きから NANI の 25 % が河川を通して流
出したと報告した．それ以降，流域窒素収支と河川流出
に 関 す る 多 く の 報 告 が あ る（ 例 え ば，David and 
Gentry, 2000；McIsaac et al., 2002；Boyer et al., 2002, 
2006；Hayakawa et al., 2009；Kimura et al., 2012）．流
域の窒素収支は，人間活動が流域の窒素循環をどのよう
に変貌させてきたかを定量的に表し，流域の窒素負荷緩
和策を提案する際の貴重な情報源となりうると考えられ
ている（David and Gentry, 2000；Boyer et al., 2002）．
　窒素は生態系に最も不足しがちな元素の一つである

が，人間活動によって地球規模で循環量が増大し，陸域
や水域の生態系の機能や構造に影響をおよぼしている

（例えば，Vitousek et al, 1997）．湖沼や河川の汚濁や温
室効果ガス発生といった窒素が関与する広域的問題の顕
在化に伴い流域管理の社会的要請も高まっており，流域
スケールでの窒素循環の最適化のために，人為の影響に
対する窒素動態のパターンとプロセスの変化を理解し，
将来予測を求められることが多くなってきた（木村ら，
2006）．こうした要求に応じるために，流域全体を窒素
収支の視点で捉えることや，人間活動を含めた流域を構
成する要素の空間的な不均質性とその結果生じる河川水
質との関係を明らかにする必要があると考えられる．
　本稿では，草地酪農を主体とする北海道標津川流域に
おける著者らの研究成果を具体例に，流域の窒素循環の
広域評価について，その手順と結果を紹介したい．まず
はじめに窒素収支法による流域の窒素循環と河川流出の
関係（Hayakawa et al., 2009）を示す．この結果を受けて，
窒 素 の 除 去 機 構 で あ る 脱 窒 に 着 目 し た 研 究 例

（Hayakawa et a., 2006；2012）を，最後に降雨時や融雪
期といった出水時の水文過程が河川水の窒素濃度におよ
ぼす影響（Jiang et al., 2010；2012）について紹介する．

2. 流域の窒素循環と河川窒素流出 

　2. 1 標津川流域の窒素収支の見積もり
標津川流域のある北海道東部は日本最大の酪農地帯であ
る．流域の年降水量は約 1150 mm，年平均気温約 5 ℃
であり，土壌は黒ボク土を主体とし，下流の低地帯には
灰色低地土や一部に泥炭が分布している．流域（679  
km2）の土地利用は，森林 45.6 %，農地 51.4 %，市街地
1.4 %，荒地 1.6 % であり，農地の 95 % 以上を牧草地が
占め，草地あたりの家畜密度は 1.7 頭 ha‒1 である（Woli 
et al., 2004）．標津川中下流部には中標津町市街地があ
り，人口（24000 人）の大部分が集中する（Fig. 1）．
　流域の窒素循環は，Howarth et al.（1996）の窒素収
支法を一部改良して見積もった（Hayakawa et al., 
2009）．流域には人間活動に伴って投入される窒素フロー
と持ち出される窒素フローがある．投入フローは，化学
肥料，マメ科作物による窒素固定，大気降下物，輸入食
料と飼料である．一方，持出フローは，輸出食料と飼料
である（Howarth et al., 1996）．投入と持出の窒素フロー
の差分が収支であり，流域における窒素の過不足を表す．
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本稿ではこれを純窒素投入量（Net Nitrogen Input； 
NNI）として表現する（式１）． 

NNI = 窒素固定 + 化学肥料 + 窒素降下物 + 輸入食料・
飼料 － 輸出食料・飼料 － 人間の収支－ 家畜の収支…
式１

ここで，人間の収支と家畜の収支は，それぞれ人間と家
畜の窒素の出入りから計算され，体への蓄積，すなわち
増体量を表すと考え，持ち出しとして計上される

（Hayakawa et al., 2009）．
　流域は，農地系，家畜系，市街地系，そして森林系の
4 つのサブシステムからなると考えることができ，NNI
はそれら個々の系の窒素収支の合計としても表すことも
できる（式２，詳細は，Hayakawa et al., 2009）． 

NNI = 森林余剰窒素 + 農地余剰窒素 + 市街地余剰窒素 
+ 家畜の廃棄ふん尿 …式２

この流域の収支モデルでは，人為起源の窒素，とりわけ，
食糧の生産と消費に伴う窒素のみを考慮し，森林の窒素
固定，雷などの自然起源の窒素はバックグラウンドとし，
収支計算に含まない．また，年間の時間スケールでみた
土壌窒素の正味の変化（土壌中の有機態窒素の増減）は
ないと仮定している（Howarth et al., 1996）．化学肥料

や家畜ふん尿から発生するアンモニアは，乾性および湿
性の降下物として発生源近傍に再沈着する割合が高いた
め（寶示戸ら , 2006a，寶示戸ら , 2006b），揮散したア
ンモニアの全てあるいは大部分が流域内に再沈着する

“循環フロー”と仮定される場合が多い（例えば，
Howarth et al., 1996; Boyer et al., 2002）．本研究では，
農地で発生したアンモニアは全て農地に再沈着すると仮
定し，農地から離れた流域内 5 地点で測定した溶存無機
態窒素降下量の平均値を窒素降下物量とし，全て流域外
部からのインプットと仮定した．開放系である流域にお
いて，大気を経由してきた窒素の由来（内部負荷なのか
外部負荷なのか）を区別するのは困難である．
　このように，流域スケールの窒素収支研究では，多く
の仮定をせざるを得なかったり，フローを見積もるため
に必要な統計資料や原単位（例えば，家畜 1 頭あたりの
ふん尿窒素発生量など）などのデータセットに信頼性の
限界があり，見積もりの不確実性が常に伴う．見積もり
の不確実性を削減するためには可能な限り現場に近い
データを入手することが必要である．例えば，標津川流
域では，化学肥料施与用量，牧草の窒素含有率，草地の
マメ科植物の面積率などについては，農業試験場が当該
地域で実施した広域観測の実測値を引用したり，窒素浄
化量を試算するために，下水処理場の水量と水質の実測
値を関係自治体の水道局から提供いただいたりして，現
場の実測値の入手に努めた．現場の実態やデータの所在

Fig. 1　標津川流域における土地利用と河川水の採水地点．



に詳しい地元の研究者や技術者，農業従事者との情報交
換が重要である．
　2. 2 河川窒素流出量の見積もり 
　標津川流域では，流域の農地の割合が異なるようにA，
B，C，D，E の 5 流域（流域面積 2.9km2 から 679 km2）

（Fig. 1）の定点観測地点を設定し，平水時，降雨時およ
び融雪期の採水および水位観測を行った．河川水の採水
は，平水時には手採水で，水質変動の著しい降雨時と融
雪期には自動採水器を使用して行った．一方，河川流量
の連続値は，予め実測して得られた河川水位と河川流量
の関係式（H‒Q 式）に，連続測定した水位の値を代入
して求めた．A 流域では，国土交通省の水文水質デー
タベースと釧路開発建設部が作成した H‒Q 式を利用し
流量の連続値を得た．窒素流出量は，流量と負荷量の関
係式（L‒Q 式）に流量の連続値を代入して見積もった．
　2. 3 標津川流域の窒素収支と窒素流出の関係 
　見積もりの結果，標津川流域の 5 流域の全窒素（TN）
流出量は NNI と正の関係にあり，回帰式の傾きは 0.27
であった（Fig. 2）．この結果は，人間活動が明らかに河
川窒素流出量を増大させ，その量は NNI のおよそ 27 %
に相当したことを示している．残りの NNI はミッシン
グ窒素と呼ばれ，土壌や植物（樹木）への蓄積，根圏以
深への浸透，脱窒などと考えられている（Howarth et 
al., 1996；Van Breemen et al., 2002）．最近では，北東
アメリカとヨーロッパの 16 km2 から 279000 km2 の 154
流域において，NNI（NANI）と河川窒素流出の関係性
が 検 証 さ れ，NANI が 1070 kg N km‒2（10.7 kgN 
ha‒1）を上回ると回帰式の傾きが大きくなり，ここで
も NANI の 25 % 相当が河川流出したと見積もられてい
る（Howarth et al., 2012）．NANI による簡易な窒素収
支モデルは，複雑なプロセスモデルと比較して，バイア

スが小さくかつ正確に窒素流出を予測できるモデルの一
つ で あ る と 報 告 さ れ た（Alexander et al., 2002；
McIsaac et al., 2002）．このように，実測データの蓄積
によって単純な流域窒素収支モデルの妥当性が確認され
てきたとともに，こうした経験式から生態系の窒素負荷
に対する閾値も提唱されるようになった．
　2. 4 流域の窒素管理 
　農業における窒素の管理は，農家の生産性と経済性を
決 定 し， 環 境 に も 影 響 を お よ ぼ す（Oenema and 
Pietrzak, 2002）．したがって，流域全体というマクロな
窒素の流れを把握する広域評価の結果からも流域の窒素
管理について言及する必要があるだろう．NNI と窒素
流出の関係で見たように，流域内部をブラックボックス
として収支をみただけでも重要なことが指摘できるが，
フローを整理することで流域の窒素循環の特徴を抽出で
き，流出に寄与しうる主要なフローや今後精査すべきフ
ローの優先順位を指摘することができる（David and 
Gentry, 2000）．
　例えば，標津川流域では，輸入飼料が最大の窒素源で
あり，その結果，農地の窒素吸収量を上回る家畜ふん尿
由来の窒素が発生し，NNI を増大させる要因となって
いた．化学肥料は第二の主要な窒素源であり，投入フロー
の 37 % に相当した．一方，流域内部で生じる人間のし
尿発生量は NNI の 2 % 相当にすぎない上，下水処理場
においてその 54 % が除去された．したがって，標津川
流域では，家畜の飼料とふん尿，化学肥料の管理の適正
化に焦点を当てるべきであり，それらの効率的な利用は
流域全体の NNI と窒素負荷の低減につながりうると指
摘できるだろう． 
　一方で，流域窒素収支のような簡易なモデルで指摘可
能なのはこの程度であり，具体的な管理の提言はできな
い．具体的な提言には，現地での詳細な実証試験との組
み合わせが不可欠である．例えば，当該地域のチモシー・
シロクローバ集約放牧草地では，草地の化学肥料の窒素
施用量を 80 kg N ha‒1yr‒1 から 40 kg N ha‒1yr‒1 に低減
しても，牧草の生産性，草種構成，土壌の化学性を良好
に維持できた（酒井ら，2004）．この値を引用し，本収
支モデルで使用した草地の化学肥料施用量 63 kg N ha‒

1yr‒1 を 40 kg N ha‒1yr‒1 に低減しても牧草の生産性が
維持されたとすると，流域の NNI は 23 % も低下するこ
とになる．オランダの研究農場「De Marke」では，適
切な窒素の管理を施すことで，作物収量と牛乳生産量を
維持したまま化学肥料と輸入飼料を低減できた（Aarts 
et al., 2000）．一般に，農家レベルの窒素の利用効率（生
産物窒素／農家投入窒素）は個々の農家で大きくばらつ
くために（Ondersteijn et al., 2002），窒素を有効に利用
する生産体系を構築する余地が残っていると思われる．
モデルによって現実的な削減効果を提示するために，窒
素の管理が詳細に把握可能な農場や圃場スケールにおい
て，現地で受け入れ可能な実用技術や削減策につながる
長期的なモニタリング研究を地道に進めることも一方で
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Fig. 2　NNI（net nitrogen input）と河川窒素流出量の関係
（2003 年および 2004 年のデータ）．破線は 95 % 信頼区間を表
す．‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ , ‘E’ は流域名を表す．TN, 全窒素．

（Hayakawa et al.（2009）を一部改変） 
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重要である．

3. 流域の脱窒能

　3. 1 河畔林，湿地の窒素除去能～流域間の比較～ 
　河川流出以外の NNI の行方の一つと考えられている
脱窒は，その潜在的な量の大きさや生態系からの窒素の
除去という観点から，この数十年の間，精力的に研究が
進められてきた．脱窒は，嫌気環境において，分子状酸
素の代わりに窒素酸化物が使われて有機物が二酸化炭素
に酸化される微生物の呼吸形態の一種であり，このとき，
NO3

‒ は最終的に N2 ガスまで還元される．そのため，脱
窒を制御する主要な因子は，有機物と NO3

‒ の供給，嫌
気環境ということができる．河川と陸域の境界である河
畔域は，その水文学的および生物学的プロセスの相互作
用から，洪水緩和，堆積物の堆積作用，多様な生物の生
息域，河川生物へのエネルギーや物質供給，窒素の面源
汚染の緩和といった役割を持ち（Naiman and Decamps, 
1997），窒素循環の側面では，特に脱窒に焦点が当てら
れてきた（例えば，Hill, 1996）．脱窒能については，河
川だけでなく，湿地や池の堆積物も高いポテンシャルを
持つとされている．流域内のこのような脱窒の場が，
NNI に対する低い河川流出割合やその流域間差をもた
らしている可能性がある．そこで，河川流域間の土壌の

Fig. 3　別寒辺牛川流域と標津川流域における農地率と濃度の
関係．エラーバーは標準偏差を表す（n = 4）．（Hayakawa et 
al., 2006）

Fig. 4　3 つの土地利用における土壌の脱窒能．B_ は別寒辺牛川流域を，S_ は標津川流域を表す．
横軸の数値は土壌の採取深度を表す．エラーバーは標準偏差（n = 3）を表す．（Hayakawa et al., 
2006）
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脱窒能力を比較するために，標津川流域の対照として別
寒辺牛川流域を選定し河川水質と脱窒能の比較を行った
（Hayakawa et al., 2006）．
　別寒辺牛川流域の気象条件，牧草地主体の農地利用形
態，家畜飼養密度，黒ボク土主体の土壌型は，いずれも
標津川流域と類似している．流域間で大きく異なるのは

蛇行した自然河川と周辺に拡がる湿地の有無である．別
寒辺牛川流域には，蛇行した別寒辺牛川の中流から下流
域にかけて別寒辺牛湿原が広がっているのに対し，標津
川流域は，戦後，治水と農地開発を目的とした河道の直
線化と湿地の草地化が進行し，下流域に広がっていた蛇
行河川と湿地帯はほぼ消失した（中村， 2003）．両流域
における蛇行河川と湿地の存在の違いは，土壌の脱窒能
や河川水質にも影響していると予想された．
　そこで，まず，河川水の採水地点を土地利用面積割合
が異なるように流域内に 20 数地点選定した（Fig. 1）．
別寒辺牛川流域でも同様に設定した．この手法は，土地
利用の河川水質への影響評価や汚濁の点源の検出の際に
用いられる広域評価手法である（例えば，田淵ら，
1995；Woli et al., 2004）．次に，流域を代表する土地利
用である草地とそれに隣接する河畔域，湿地の土壌を深
度別で採取し，土壌の脱窒能をアセチレン阻害法
（Tiedje, 1994）により測定した．集水域の農地の割合は，
河川水NO3

‒ 濃度の第一義的な支配要因であった（Fig. 
3）．しかし，回帰式の傾きは別寒辺牛川流域で有意に小
さく（P < 0.05），同一農地率に対するNO3

‒ 濃度は，別
寒辺牛川流域で 24 %低いことを示した．別寒辺牛川流
域と標津川流域の農地余剰窒素の違いは 6 %程度であ
り，回帰式の傾きの違いを説明できるほどの差はなかっ
た．また，希釈効果の尺度になる比流量も両流域とも同

Fig. 6　標津川流域における（a）河川水NO3－ 濃度（mg N L－ 1）/ 農地率（%）と（b）3つの土地利用の脱窒
能（DP； kg N ha－ 1 m－ 1 d－ 1）の空間分布．（Hayakawa et al., 2012）

Fig. 5　土壌の脱窒能（DP）と含水率，水溶性有機炭素含量
（WESOC）の関係．エラーバーは標準偏差（n = 3）を表す．
（Hayakawa et al., 2012） 
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程度であったため，別寒辺牛川流域で希釈効果が卓越し
ていたわけでもなかった．したがって，流域間の回帰式
の傾きの違いは，NO3

‒ の除去作用によるものと考えら
れた．土壌の脱窒能は，湿地，河畔林で高く，特に別寒
辺牛川流域で 1 から 2 オーダーも高かった（Fig. 4）．こ
れらのことから，流域の水環境を反映した河畔域や湿地
の脱窒は，河川水質を制御しうる重要なプロセスである
ことが示唆された．こうした流域内における脱窒の“ホッ
トスポット”の位置を予測し定量化することは，広域の
窒素循環モデル作成の挑戦的な課題である（Burt et al., 
2010）． 
　3. 2 河畔林の空間配置の重要性～流域内の比較～ 
　景観の空間配置は，堆積物の質や構造，土壌組成や水
分含量を決定しうるため，窒素の動態も制御している可
能性がある．ここでは，景観の空間配置を表すパラメー
タとして標高に着目し，標津川流域の主要な土地利用形
態である草地，防風林，そして河畔林の脱窒能が標高に
よってどのように異なるか検証した（Hayakawa et al., 
2012）． 
　脱窒能は，土壌の含水率と水溶性有機炭素含量が高ま
ると上昇し，特に河畔林土壌においてその傾向が顕著で
あった（Fig. 5）．表層土壌の粘土含量，含水率，水溶性
有機炭素含量は標高の上昇とともに低下しており，その
結果，標高の低い下流の河畔林の脱窒能を上昇させたと
考えられた．しかし，標高の低い草地や防風林の土壌で，
脱窒能が特に高かったわけではなかった．すなわち，河
畔林の土壌は，河畔域自体の地形（Vidon and Hill, 
2004）だけでなく，上流から下流に至る標高に起因した
河川の水文プロセスの影響を強く受けるため，その窒素
動態も，流域内の空間配置に鋭敏であったと推測された．
前項で確認されたように，集水域の農地率が河川水
NO3

‒ 濃度の主要な制御因子であったが（Fig. 3），農地
率に対する NO3

‒ 濃度の比は下流ほど低くなる傾向に
あった（Fig. 6‒（a））．一方，河畔林土壌の脱窒能は標
高が低いほど高くなったことから（Fig. 6‒（b）），標高
の低い下流に位置する河畔林の脱窒が河川水 NO3

‒ 濃度
の低下にも寄与した可能性があった．こうした河畔域の
空間的な配置が陸域からの窒素の輸送や形態変化，そし
て脱窒にどう影響をおよぼすかについては，研究事例は
ほとんどなく，今後さらなるデータの蓄積が必要である
と考えられる．また，流域窒素動態のモデル化の際には，
陸域と水域の間の河畔域という小さな領域について，そ
の流域内の空間配置に配慮する必要が示唆された． 

4. 出水時の水文プロセスと窒素の流出 

　前項までは河川水の窒素濃度や脱窒能の空間的な不均
質性に焦点を当ててきたが，時間的な変動にも着目する
必要がある．窒素の形態変化に関わる水分条件を左右し，
窒素の輸送体として作用する水文プロセスは，河川水の
窒素濃度の重要な制御因子である（例えば，大手と徳地，
2010）．降雨時や融雪期などの出水時は，平水時と比較
して窒素濃度の変動が大きいとともに量的な流出寄与も

大きいことから（Hatano et al., 2005），水文プロセスが
窒素濃度の時間変動におよぼす影響を把握することが必
要である．ここでは，まず標津川流域の最下流地点 A
における降雨イベントの水文・水質解析例（Jiang et al., 
2010）を紹介する．
　降雨イベント時の懸濁態と溶存態の窒素は，異なる濃
度変動パターンを示した．すなわち，懸濁態窒素の濃度
は，いずれの降雨イベントにおいても時間と水位の関係
を示したハイドログラフのピークと同調して上昇し，流
量に対して時計回りのヒステリシスを示したのに対し，
溶存態の窒素，特に NO3

‒ 濃度は，降雨履歴に依存し，
降雨イベント間で異なるヒステリシスを示した．懸濁態
窒素は，降雨イベント前半の短期間のフラッシュ流出で
あったことから，主に地表面流去に伴う土壌侵食由来と
考えられた．一方，NO3

‒ については，地下水位とケイ
酸濃度の変動パターン，土壌中の NO3

‒ 含量の鉛直分布
結果と組み合わせることで，土壌表層に存在する比較的
高濃度の NO3

‒ が，降雨による地下水位の上昇に伴い，
主に浅層地下水流として流出したと推察された．このこ
とから，窒素流出の抑制を考える場合，窒素の形態で異
なる流出経路をとることに配慮する必要があることが示
唆された． 
　集水域の農地面積割合は河川水の窒素濃度を決定づけ
る一方（Fig. 3），地形は水文プロセスを制御しうる．し
たがって，水文プロセスと窒素の流出メカニズムは，集
水域の土地利用と地形を反映して集水域により異なると
考えられる．続いて，流域の土地利用と地形の組み合わ
せが出水時の窒素流出にどのように影響するかについ
て，標津川流域内の 3 つの小流域で観測した事例（Jiang 
et al., 2012）を紹介する．3 つの小流域は，急な勾配下
にある上流の森林主体の流域（FW），草地主体の平坦
な地形の農業流域（AW），そして農地と森林が混合し
た流域（AFW）である．降雨イベントによる NO3

‒ 濃
度の変動のパターンは，土地利用と地形の組み合わせに
よって異なった．すなわち，FW では，ピーク流量前に
NO3

‒ 濃度のピークが現れる“フラッシュ現象”が顕著
に検出され，急な勾配を反映した速い浅層地下水流の流
出によると推察された．一方，AW では，ピーク流量
以降に NO3

‒ 濃度のピークが現れ，緩やかに低下してい
く“緩慢型フラッシュ現象”が観測され，草地の緩やか
な地形を反映して，浅層地下水流の NO3

‒ 流出への影響
も緩慢であったと考えられた．AFW でも降雨イベント
時にはピーク流量以降にNO3

‒ 濃度のピークが現れたが，
融雪期にはピーク流量前に顕著な濃度上昇が観測され，
土壌の凍結融解に関与する現象と考えられた．

5. おわりに 

　流域の窒素収支研究は，陸域で生じた NNI の 25 % 程
度が河川を通して流出することを定量的に明らかにして
きた．流域の窒素収支に含まれるあらゆるフローが不確
実性を含むものの，流域の窒素収支研究は，定量的な評
価に有用な知見を提供してきたと言える．北東アメリカ
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やヨーロッパに見られるように，日本各地でも既往の
データを整理し，我が国の流域の NNI と窒素流出の関
係性を浮き彫りにすることが必要ではないだろうか．そ
こには，急峻な地形や土壌，モンスーンアジア特有の気
候や水田の土地利用を反映した日本の窒素循環の特徴が
現れるかもしれない． 
　NNI の河川窒素流出以外の行方（脱窒なのか貯留な
のか）については，現在も定量的にはほとんどわかって
いない．今回紹介した脱窒能はポテンシャル値であり，
対象深度も高々 1 m 程度であるため，流域スケールの
現実の脱窒量と単純に関連づけることはできない．とは
いえ，土地利用による脱窒能の相対的な大きさの違いや，
河畔域の空間配置と水文プロセスとの関わりの重要性を
示すことができ，こうした知見の蓄積が広域モデルの改
良に寄与すると期待される．近年では，炭素以外の電子
供与体（例えば，還元型の硫黄）の脱窒への寄与も指摘
され，脱窒を介した元素間の循環のリンケージも注目さ
れている（Burgin et al., 2011）．広域スケールにおける
脱 窒 の 予 測 精 度 の 向 上 は，NNI， 水 文 地 質

（hydrogeology）あるいは水文土壌（hydropedology），
および脱窒の電子供与体（C，S など）の三次元分布を
いかに高解像度で簡易に把握するかに依存すると考えら
れる．今回触れていないが脱窒以外の行方（貯留や遅延）
についても実態把握が求められる（江口，2012）． 
　窒素の輸送と貯留，形態変化に関わる水文プロセスに
ついては，流域の出口はもちろんのこと，河畔域を含め
た流域内の複数地点で河川水位および地下水位を観測し
ておくことが必要だろう．降雨時の速い浅層地下水流と
して流出してしまう NO3

‒ の脱窒による除去は難しいと
考えられるが，一方で，降雨によって上昇した地下水は，
NO3

‒ や有機物が比較的豊富にある土壌表層付近に嫌気
環境を形成し，脱窒を促進させる可能性がある．農地に
おいて降雨後に脱窒由来と考えられる突発的な亜酸化窒
素の放出が見られることはよく知られているが，河畔域
での観測事例は少ないと思われる．
　こうしてみてみると，窒素循環の広域評価のために，
一方では広域代表性に優れる試料を如何に採取するのか
を求められ，他方ではホットスポット・ホットモメント
のような微小な空間での動態やスパイク的に生じる瞬時
の動態の把握といった相反する要求にモニタリング屋は
応えなければならないことがわかる．様々な手法を駆使
した戦略的なモニタリングを実施してデータを蓄積し，
広域のモデルへ反映することが望まれる．
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要 旨

流域の窒素収支研究は，陸域で生じた純窒素投入量（NNI）の主要な輸送経路が河川であり，その割合
は NNI の 25 % 程度であることを定量的に明らかにしてきた．NNI の河川窒素流出以外の行方（脱窒
なのか貯留なのか）については，現在も定量的にはほとんどわかっていないが，窒素収支法，河川水質
および脱窒能の空間的な把握，そして水文解析を組み合わせることで，河畔林や湿地の脱窒が河川の窒
素流出におよぼす影響が少しずつ理解されてきた．人間活動による流域の窒素の動態とパターンの変化
を捉えるために，様々な手法を駆使した戦略的なモニタリングを実施してデータを蓄積し，広域のモデ
ルへ反映されることが望まれる．

キーワード：窒素循環，脱窒，硝酸性窒素，河畔域，水文プロセス
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古典を読む

Edgar Buckingham著
「土壌水分移動の研究」

宮﨑　毅 1

「Studies on the Movement of Soil Moisture」
published from U. S. Department of Agriculture， Bureau of Soils‒Bulletin No.38， in 1907. 

Tsuyoshi MIYAZAKI1

1. はじめに

　土壌物理学者の間では，Buckingham の名前は広く知
れ渡っている . それにも関わらず，彼が何を成し遂げた
のかを正確に伝えている論文や著書は意外と少ない . ま
してや，大学の教室で正確に語られているか，著者自ら
の経験を踏まえると，誠に心許ない．一方で，あの難解
な「Buckingham のパイ定理」を世に送り出したのも同
じ人物であることを，土壌物理学者としては誇らしく
思っていることも事実である．そこで，いったい
Buckingham とは何者なのか，どういう研究を成し遂げ
た人なのか知りたいという衝動に駆られた．筆者がその
ような思いを起こしたのとほぼ同時期に，Soil Sci. Soc. 
Am. J.（2005）に「Edgar Buckingham の土壌物理学へ
の貢献」という論文が掲載された．著者は，バージニア
州レストンに本部を置き，9000 人以上の職員を擁する
アメリカ地質調査所（USGS）の研究員 John R. Nimmo
と Edward R. Landa である．彼らの Buckingham 研究
は徹底しており，とてもかなうものではないので，本稿
では彼らの論文を通じて知り得た事実を適宜使わせてい
ただく．さらに，本稿執筆過程で，カリフォルニア大学
バ ー ク レ ー 校 の T. N. Narasimhan 教 授 に よ る，
Buckingham に 関 す る 2 本 の 論 文（Vadose Zone J.， 
2005， 2007）の存在を知り，意を強くした．ただし，
Buckingham の原著論文に関するコメントや感想など
は，できるだけオリジナルな記述を行ったつもりである．

2. Buckingham個人史

　Nimmo and Landa（2005）は，Buckingham の生涯を，
写真や年表を利用して詳しく紹介している．ここでは，

その要約を記しておきたい．Buckingham は，1867 年 7
月 8 日ペンシルバニア州フィラデルフィアで生まれた．
1887 年（20 歳）にハーバード大学物理学科を卒業し，
フランスのストラースブール大学やドイツのライプチッ
ヒ大学の大学院に在籍し，1893 年（26 歳）にライプチッ
ヒ大学で Ph.D を取得した．ライプチッヒ大学での指導
教員は，希釈率の発見で有名となり 1909 年にノーベル
化学賞を受賞した Wilhelm Ostwald であった．余談で
あるが，ライプチッヒ大学は，森鴎外が留学（1884 年頃）
した大学として日本人にも知られている．さて，Ph.D
取得後アメリカに戻った Buckingham は，大学で物理
化学や物理学を教えたり，熱力学の教科書を出版したり
した．その後，大学を離れて会社に就職して鉱山関係の
仕事に従事，Elizabeth Holstein との結婚を経てウィス
コンシン大学で 1 年間研究した．ここまでに，土壌物理
学に貢献した様子は見られない．
　Buckingham が土壌物理学に参入したのは，1902 年か
ら 1906 年までの 4 年間，アメリカ土壌局（Bureau of 
Soils， BOS）に所属した期間であった．年齢は 35 歳か
ら 39 歳までという研究者としてピークの時代だったか
もしれない．BOS で与えられた研究課題は土壌中のガス
と水の動きに関する問題であり，この間に USDA 土壌
局紀要として 2 本の論文を書いた．その 2 本目が，有名
な「土壌水分移動の研究」（1907 年出版）である．ちな
みに，1 本目の論文タイトルは「土壌通気に関する知識
への貢献」（1904）である．この 1 本目の論文では，土
壌呼吸，土壌ガスの移流と拡散，気圧変化によるガス移
動・ガス交換などについて議論を展開し，実に生き生き
とした誇らしげな記述であったという．この中で，土壌
のガス拡散係数は土壌構造，土壌圧縮，含水比などに依
存せず，土壌の気相率のみによって決まることを，実験
データによって示していたというから，今日的に見ても
優れた論文であったに相違ない．また，「土壌中のガス
移動は，気圧変化と拡散によって生ずるが，拡散移動が
支配的である」という，今日の土壌物理学テキストによ
く記載されている知識は，すでにこの Buckingham の論
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文に記述されているものとほとんど同じであるという．
　1906 年 に BOS を 去 っ た Buckingham は， そ の 後
1937 年に定年退職するまでの 31 年間，アメリカ国立標
準局（National Bureau of Standards， NBS）の研究員
として在職し，その間に次元解析の相似則を求めるため
の手法である「パイ定理」を発表した（Buckingham， 
1914）．なお，NBS はその後改組して，現在はアメリカ
国立標準技術研究所（National Institute of Standards 
and Technology， NIST）となっている．ちなみに，か
つての日本の工業技術院（MEL）とこれを改組した現
在の産総研（独立行政法人産業技術総合研究所，AIST）
が，これらと類似した組織である．1937 年に NBS を定
年退職した Buckingham（70 歳）は，その後も研究活
動を続けたが，1940 年ワシントン DC にて逝去した．
享年 73 歳であった．

3. BOSの不愉快な 4年間

　Nimmo と Landa（2005）によると，1902 年から 1906
年まで 4 年間の BOS 時代，Buckingham は上司にあた
る研究者の無理解や的外れの批判にかなり苦しめられ，
あまり楽しい研究生活を送ることができなかったようで
ある．彼を苦しめた 1 番目は，King という年長研究者
の公然とした批判活動，2 番目は Cameron という上司
の理解力不足に対する煩雑な対処，そして 3 番目は
BOS 局長である Whitney という人物の高圧的な横暴で
ある．
　King は，上記土壌局紀要 1 本目の論文（1904）に対し，
わざわざ Science 誌に Comment 論文（1905）を投稿し
て Buckingham 批判を展開した．曰く「少数の実験デー
タのみに基く数式いじりである」「フィールドでは一度
たりとも検証されていない」などであった．King は，
穀物収量は土壌肥料に支配されると考える立場の研究者
であったので，土壌の物理性を重視する研究に対して非
常に批判的だった．この King は Whitney 局長と対立し
て追い出された人物である．ところで，Buckingham に
向けたこの King の批判，筆者自身も似たような批判を
浴びたことがある．土壌物理論文は，しばしばこの種の

批判（特に査読において）にさらされる．
　Cameron という上司は，「土壌水分移動の研究」とい
う論文について，基礎的な理解ができず，稚拙な質問状
を Buckingham に送り付けた．たとえば，密閉した容
器内に自由水を張り，2 本の高さの異なる土柱をその中
に立てた場合，平衡状態では高さの異なる土柱表面の水
のポテンシャルが異なることについてどうしても納得で
きないというのである．密閉容器中の平衡蒸気圧は一定
なはずだから，水蒸気がポテンシャルの低い（つまり背
の高い）土柱表面に凝縮して水分増加を起こし，これが
循環することになるので，永久機関ではないか，と騒い
だのである．しかし，平衡状態では，系内の水の全ポテ
ンシャルが等しいのであって，位置のポテンシャルが異
なる分だけ土柱水のマトリックポテンシャルに差が表れ
ることは当然だし，自由水面に接する水蒸気の全ポテン
シャルも各高さの土柱表面の水と平衡しなければならな
い．Buckingham は質問形式での Cameron の手紙を相
手にしなかったが，こうしたやり取りが，論文の公表を
著しく遅らせることになり，Buckingham は辟易として
いたようである．　
　Whitney という局長は，高圧的で多くの人と摩擦を
起こし，しかも常に勝ち抜いて土壌部門長の座を温め続
けた人物と評されている．この人は，土壌物理学に味方
する人であり，Buckingham の研究に対しては好感を
持っていたが，一方で当時在籍していた土壌物理学者
Lyman Briggs を激しく非難し，ついに BOS から追い
出してしまった．Buckingham に対しては，論文「土壌
水分移動の研究」の原稿を提出したとたん，この結論部
分 は 書 か な い ほ う が 良 い， と 削 除 を 求 め た．
Buckingham は面倒臭くなって，これに従い，この論文
が出版される前年の 2006 年，さっさと BOS から出て
いってしまった．なお，後日，この削除された手書き論
文が発見され，Nimmo and Landa は，それを活字にし
て全文紹介した．本文でも，最後にこの結論部分の訳文

（意訳）を記載する．
　こうして，遅れ遅れになった論文「土壌水分移動の研
究」は，1907 年，ようやく出版されたが，このとき，

Table 1　用語の対照表（Nimmo and Landa（2005）の Table1. を和訳したもの）

Buckingham の使用用語 対応する現代用語

capillary potential ψ マトリックポテンシャル　ψ

capillary conductivity λ 不飽和透水係数　K

transpiration 全圧勾配によるガスの粘性移流

transpiration constant 移流係数

current フラックス

rinsing 通気（エアレーション）

carbonic acid 二酸化炭素

porosity 気相率



すでに Buckingham は BOS を去っており，二度と土壌
物理学に戻ってはくれなかった．査読が重要な論文の出
版を遅らせる原因となる経緯は，今に始まったことでは
ないのである．

4. 論文「土壌水分移動の研究」

　USDA 土壌局紀要第 38 巻（1907 年）にやっと掲載さ
れたこの論文の表紙には Whitney 局長の名前があり，
巻頭言は Cameron が土壌中の不飽和水分移動研究の重
要性を記述している．当時の BOS の人間関係をみると，
Buckingham の論文にさんざん難癖をつけた上司が，ひ
とたび印刷出版が決まるや論文の冒頭に自分の名前を記
載させる，といった構図だったのだろうか．この論文の
発行前に BOS を去ってしまった Buckingham の気持ち
もわからぬではない．
　それはさておき，論文の構成を見てみよう．A， B， 
C 3 部構成となっており，A は「土壌表面下からの直接
蒸発による水分消費」，B は「乾燥条件および湿潤条件
における土壌乾燥」，そして C は「土壌の毛管現象」で
ある．原稿では D「結論」が付いていたが，Whitney

Fig. 2　441 日間の容器底部の水道水減少量（A, B），カラム全体の減少量 (C, D)，両者の
差し引き増加量（E, F）．E, F は土壌中の水分増加量を表している (Buckingham 1907, 
Figure 2)．
Loss of water from below 12-inch layers of soil.

Fig. 1　Buckingham の蒸発実験推定図
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により削除を命じられたことは，前述した．ここで，本
文に入る前に，Buckingham が用いた用語と現在我々が
用いている用語の対照表（Table 1）を，Nimmo and 
Landa（2005）に習って表示しておく．原著論文を読み
解く際，現代用語との違いに注意する必要がある．
以下に，各章の内容を紹介する．
A. 土壌表面下からの直接蒸発による水分消費
　Buckingham は，この記述に 10 ページを与えている．
ここで面白いのは，「土壌表面からの蒸発」と記述せず，「土
壌表面下から（from points below the surface）の蒸発」
と書いているところである．つまり，土壌からの蒸発は，
必ずしも土壌表面で生ずるのではなく，わずかに土壌表
面から若干下がった位置で発生し，土壌の乾燥層を水蒸
気体で通過して大気に散逸する，という過程を前提にし
て議論しているのであり，現在の我々の知識の基礎が，
すでに 100 年前に記載されていることがわかる．
　もう一つ気づくのは，Buckingham の実験設定である．
彼は，不飽和水分移動の中でも水蒸気移動にかなり気を
使っていたらしい．用意した長さ 30 cm カラムの下端
には水道水をため，自由水面を与える（恐らく，Fig. 1
のような実験設定だったと推定される）．そこからいく
らかの距離を置いた上部に金網を張りその上に土壌を充
てん（土壌は落下しないように支える），その土壌の上
側表面からは大気への蒸発を起こさせる．下端に貯めた
水の質量と，カラム全体の質量（水貯めと土壌の全体質
量）を連続測定して記録する．この実験では，（水）質
量の減少が（水 + 土）質量の減少を上回った．したがっ
て，両者の差から土壌部で増加した水分量が算出される．
Fig. 2 は，こうして得られたグラフである．A， B は水
貯めの減少量，C， D はカラム全体の減少量，E， F は両
者の差分である．この実験では，初期条件を風乾土（平
均含水比 1.9 ％）としたので，飽和水蒸気に接していた
土壌下端から徐々に含水比が増え，したがって E， F は

正の値となったことが考察されている．また，A， B 間，
C， D 間，E， F 間の差は，土壌の緩詰めと密詰めの差に
よって生じたものであり，緩詰めだと蒸発速度が遅いこ
とを示そうとしたようである．
　Buckingham は，この他に類似した実験を 3 種類行い，
合計 4 種類の蒸発実験からこの章の最終結論を得た．そ
れは，蒸発速度というものは土壌の種類，土壌の乾燥密
度，初期含水比，カラム内の土柱長さ，などによって支
配されること，そして，土壌表面の乾燥層がマルチ効果
を持っていること，などであった．

B. 乾燥条件および湿潤条件における土壌乾燥
　約 6 ページにわたるこの実験の記述は，次章以降への
理論的飛躍のための伏線となっている．まず，長さ約
122 cm，直径 6.35 cm のカラムを準備し，下層 107 cm
は密詰め，上層 15 cm は緩詰めの土壌充填を行った．
初期含水比 18.6 % のタコマローム土壌と初期含水比
12 % のポダンク砂質ローム土を用い，蒸発条件を変え，
さらに土壌水を水道水とした場合と塩水（10 規定
NaCl）を用いた場合に分け，30 日間の積算蒸発量を図
示した．ここで，蒸発条件とは，土壌カラムに熱風を吹
き付け，さらに加熱用コイルで熱を与えた場合を「乾燥
条件」，室温のままで自然の蒸発を起こさせる場合を「湿
潤条件」と呼んだ．また，缶を用意して水を張り，土壌
カラムのそばで，比較対照のために自由水面からの積算
蒸発量も測定した．この缶にはチーズ用のクロス（布）
を 3 重にかぶせ，水面に対流が当たらないような工夫を
施している．
　測定結果の一例をFig. 3に示す．その特徴は，まず，「湿
潤条件」下の積算蒸発量 A の方が「乾燥条件」下の積
算蒸発量 B より大きいことである．これは，「乾燥条件」
下では土壌表面に乾燥層が形成されて蒸発進行を妨げる
ためであると考察している．もう一点は，缶内の水の積

Fig. 3　A は湿潤空気中への積算蒸発量，B は乾燥空気中への積算蒸発量で，どちらも長さ 122cm
カラムを用いた蒸発実験による．C（乾燥空気中）と D（湿潤空気中）は，土壌カラム近傍に置い
た缶の中の水からの積算蒸発量である．なお，通常の室温空気で行われた蒸発実験を「湿潤空気中
，土壌表面に高温空気を吹き付け，さらに熱線コイルで熱した場合を「乾燥空気中」と言い表して
いる (Buckingham 1907, Figure 3)．
Evaporation of water from Takoma loam soil fed with tap water: A, soil under humid conditions; 
B, soil under arid conditions; C, water under arid conditions; D, water under humid conditions.
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算蒸発量より土壌カラムからの積算蒸発量の方が大きい
事実であるが，これは，缶を 3 重のチーズクロスで覆っ
たことによる対流防御効果によるものであろう．
　Buckingham は，これと類似した合計 4 つの図を示し，
最後に，乾燥条件下の土壌は表面の乾燥層を形成しこれ
がマルチ効果を有して土壌からの水分蒸発を自動的に

（automatically）防ぐのだ，という結論に至った．かな
り地道というか初歩的な実験であるが，土壌物理学が成
立していない 100 年前に，自ら実験計画を立て，測定し
たことが伺える．日曜日と休日のデータは欠測している
ことを正直に記述しているところが，人間らしくて良い．

C. 土壌の毛管現象
　Buckingham の名を土壌物理学の歴史に刻みこんだ，
38 ページに及ぶ有名な記述はここに登場する．この章
は 4 節 25 項目から構成されている．多少長くなるが，
まず，その構成を列挙してみよう．
Ⅰ.　序論 ; 問題の性質
　§1.　毛管水
　§2.　水の毛管流
　§3.　チューブ内の水の流れ
　§4.　熱移動 ; フーリエの法則
　§5.　定常電流 ; オームの法則
　§6.　土壌中の毛管流
　§7.　問題の定式化
Ⅱ.　キャピラリーポテンシャル
　§8.　キャピラリーポテンシャルの定義
　§9.　ψの決定法
　§10.　（ψ， θ）曲線形状
　§11.　異なる土壌タイプにおける曲線形状に関する
　　　　 留意点
　§12.　実験方法の改良
Ⅲ.　毛管伝導度，λ
　§13.　一般的考察 ; 毛管水と薄膜水
　§14.　含水比による伝導度変化
　§15.　λ =f（θ）に関する特別な仮説
　§16.　プリズム状くさびに保持された毛管水
　§17.　膜状水移動に関する更なる考察
　§18.　土壌の毛管伝導度と電気伝導度
Ⅳ.　水の毛管流動
　§19.　問題の特質
　§20.　実験方法
　§21.　実験結果の要約
　§22.　異なる土壌間の比較
　§23.　実験継続時間の違いの影響
　§24.　θによる M/Δ の変化
　§25.　§24 の結果の可能な説明

　以上の構成をみると，その項目名だけでも Bucking-
ham の問題意識の高さ，あるいは普遍性を求めた視点
が伺われる．A．土壌表面下からの直接蒸発による水分
消費，B．乾燥条件および湿潤条件における土壌乾燥，

という 2 種類の実験の現象論を終え，ここから一気に物
理的な考察に向かい，C．土壌の毛管現象，という普遍
的な原理へと展開したと思われる．そこで，C．土壌の
毛管現象における 4 節において特に重要と思われる点を
強調しよう．
Ⅰ.　序論 ; 問題の性質
　ここで最も重要なことは，土壌水の移動法則と熱移動
法則（フーリエの法則）・電気伝導法則（オームの法則）
との共通点と本質的な違いを明確に記述していることで
ある．Buckingham は，土壌水移動も，熱移動も，電気
伝導も，駆動力となる勾配と比例係数の積がフラックス
を決めることは共通であることを示した．フラックスは，
単位時間に単位断面積を通過する物理量として定義され
る．フラックスの式は，フーリエの法則の場合

　　　　　
H = KG                Hs=－K

∂T
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂S

ただし，H は熱フラックス，K は熱伝導度，G は温度
勾配，Hs は S 座標方向熱フラックス，T は温度である．
オームの法則の場合
　　　　　

C = LE                 Cs=－L
∂V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂S

ただし，C は電流，L は電気伝導度，E は電位勾配，Cs
は S 座標方向電流，V は電位である．そして，土壌水
フラックスは，Buckingham により

               Q = λS　　　S =
∂ψ

                                        ∂x

と表示された．ただし，Q は土壌水フラックス，λは毛
管伝導度，S はキャピラリーポテンシャルψの勾配，そ
して，ψは，土壌がそこにある水を引き付ける作用の指
標（a quantity which measures the attraction of the 
soil at any given point for water）であることを明確に
述べている．Table 1 に示した通り，このキャピラリー
ポテンシャルが，今日のマトリックポテンシャルそのも
のである．すなわち，マトリックポテンシャル概念は，
1907 年，Buckingham によって確立されたのである．
ただし，ψの定義は仮説段階だったので，座標 x の進
行方向に向かってポテンシャルψが増加する場を想定
し，その勾配に正の記号を用いた．一般にポテンシャル
勾配に比例するフラックスは，ポテンシャル勾配を打ち
消す方向に向かうのであるから，ポテンシャル勾配は

　　　　　　　
S = －

∂ψ
　　　　　　　　　　∂x

と書くのが正しいだろう．その場合，上式は

              Q = λS　　　Qx = －λ
∂ψ

　　　　　　　　　　　　　　　　∂x
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となり，今日の不飽和水分移動式そのものである．
Buckingham の原著論文では，表記上はこのように整理
されてはいなかったが，論旨から読み取った式はこのよ
う に 表 記 し て 間 違 い な い も の で あ り， こ こ に
Buckingham‒Darcy 式が完成したと断言して良い．
　この式が，フーリエの法則，オームの法則と決定的に
異なるのは，以下の物理的根拠による．すなわち，第1に，
熱伝導度 K も電気伝導度 L も熱流や電流と独立な定数
であるのに対し，毛管電導度（不飽和透水係数）λは土
壌含水比の関数

　　　　　　　　λ = f（θ）

であり，すなわち位置と時間の関数であること，第 2 に，
温度 T や電位 V と異なり，マトリックポテンシャルψ
も土壌の種類や土壌水分の違いに依存する変数

                        ψ =ψ（θ）

であって，その決定方法は未知な部分が含まれている，
とするものであった．ここで，毛管伝導（不飽和水分移
動）の問題は今ここに始まったばかりである，と宣言し
ている．この記述は，100 年前の状況を想像すると，非
常に的確な表現に思える．

Ⅱ．キャピラリーポテンシャル（Table 1によりマトリッ
クポテンシャルと同義語）
　この節と，続くⅢ．毛管伝導度，の 2 節は，上記のψ

（θ），λ（θ）をどう定義し，どのように測定すべきか，
についての Buckingham 自身の苦闘が記述されている．
既存の研究や実験データでは満足できず，全て自分の
データを見ながらの考察だったと思われる．論文に費や

した文字数は多いが，この 2 節は要点のみを記述すれば
十分であろう．
　まず，Buckingham は，現在我々が水分特性曲線とし
て理解している曲線を得ることに専念した．そのために，
6 種類の土壌を用意して上面と底面を閉鎖した長さ
121 cm のカラムに充填し，底面横のチューブから水を
導入して自由地下水面を与え，53 日から 68 日間吸水を
行わせ，水を吸わなくなったと判断された時点でカラム
を解体し，含水比分布を測定した．その結果が Fig. 4 に
示される．この含水比分布図について，Buckingham は，
本当の平衡状態には達していないこと，計算に際して土
粒子比重を全て 2.65 に仮定したこと，などの限界を有
していて，近似的なデータであると断っている．この図
の特徴は，縦軸の表記法にある．すなわち，自由地下水
面上の高さxは，キャピラリーポテンシャルψではなく，
ψ /A で表すことにした．ここに A は

　　　　　     　
A =

∂ψ
　　　　　　　　　　∂x

すなわち，キャピラリーポテンシャル勾配である．A
の値は使用する単位系によって決まる定数と定義され
た．（ψを水頭値 cmH2O で表せば，A=1 であると理解
して良い．なぜなら，水頭値で表せばψ= x で定義され
るからである．）
　Fig. 4 は，我々が今日，吸水過程の水分特性曲線と呼
んでいるものと非常に近いものである．ただし，カラム
最上部の含水比が急激に減少しているのは，恐らく，カ
ラム最上部の蒸発防止が不十分だったか，あるいは平衡
時間が不十分なために吸水過程が完了していなかったこ
とを表しているのであろう．
　次に，土壌の含水比θの関数としてのψ（θ）であるが，

Fig. 4　121cm カラム中の 53 日～ 68 日後の土壌水分分布．縦軸のψ /A は，今日のマトリックポ
テンシャルと等価である (Buckingham 1907, Figure 7)．
Distribution of water in 48-inch columns of soil after 53 to 68 days.
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理論的には「土壌と水の間の吸引力は保存力である」こ
と，また，厳密には「熱力学的ポテンシャル」または「自
由エネルギー」で扱うことが正しいが，これを「力学的
ポテンシャル」に単純化し，「土壌水から，ある量δθ
の水を取り去るのに必要な力学的仕事量はψδθ」とし
てψを定義することを提唱した．Buckingham は，完全
乾燥した土壌が水を吸うときには浸積熱の発生（sensible 
development of heat during the wetting）も考慮しな
ければならないので，ψ（θ）の定義は，ある値以上の含
水比を有する土壌を想定すると断っている．もともと熱
力学を教えていた物理学者なので，概念の定義は非常に
厳密に行おうとしている姿が論文に浮き出ており，ψ（θ）
を仕事の概念で定義できる水分量は限定的であることを
も指摘していたことは，驚きである．そして，この問題
の最後に，真の平衡状態を実現すれば，必ずキャピラリー
ポテンシャルψの値を求めることができるはずだ，と結
んでいる．
　もし，ここであえてこの論文の限界を指摘するとすれ
ば，1 つは水分特性曲線のヒステリシスを考慮しなかっ
たことと，含水量を体積含水率で統一しなかったことで
あろう．本文中ではθの定義を「1g 乾土中の水分量」
としているので，これは含水比（water content）に間
違いない．体積含水率や乾燥密度といった概念の整理は，
当時，まだできていなかったと思われる．これらを考慮
した記述であれば，ポテンシャル理論はほとんど完成し
ていたといえる．

Ⅲ．毛管伝導度，λ
　Buckingham は，λ（θ）の関数がどのような形状であ
るかを，2 つの側面からのアプローチで予測した．どち
らの予測も極めて的確であり，今日知られている不飽和
透水係数モデルの原点が明確に示されている．
　第 1 のアプローチは，土壌中の不飽和水分移動のミク
ロ形態を丹念に考察する手法である．すなわち，土壌水
は土粒子表面の薄膜水と土粒子接点の毛管水が連続系で
存在するものと考え，毛管水の凹曲面に発生する負圧と

薄膜水・土粒子間の相互作用で発生する圧力が平衡する
ように水分移動が起こることを明確に記述した．そして，
水分量が多い状態から少ない状態へと変化する過程で
は，隣り合う毛管水同士が連携しあう段階から，お互い
が徐々に離散して薄膜水を介してのみ連携しあう段階へ
と移行するので，毛管水連携が途切れる瞬間から急激に
λの値が減少すると予測した．Buckingham は，このよ
うに，飽和状態から絶乾状態までの土壌水形態を丹念に
考察し，Fig. 5 のような概念図を提示した．
　Fig. 5 で，縦軸横軸ともに通常の線形軸であり，含水
比が下がるに連れて ABCDF という経路をたどるであ
ろうと予測した．AB 間，DF 間は上に凸型，BCD 間は
上に凹型である．AB 間は毛管水同士の直接連携が維持
されており，B 点でこの連携が限界に達し，薄膜水を媒
介とするようになる．CD 間は薄膜水が支配的に存在す
る区間であり，この間λはあまり変化しないが，さらに
含水比が低下して薄膜が断絶するようになると，λは急
激にゼロに向かう．そして，含水比がゼロ（絶乾）にな
る前にλ値はゼロになる（すなわち F 点）になるとした．
これらの中で，実際に重要なのは BCD 間の凹型形状で
あると断言し，その必然性を表現するモデル化を行った．
　Fig. 6 は，土壌中の毛管水と薄膜水を単純化し，三角
形状くさびに保持された毛管水と薄膜水に代表させたモ
デル図である．このモデルから体積を求める場合は，く
さびの奥行厚さを1として与えればよいことにしてある．
　このモデル図は，印象深くて記憶に残りやすいもので
はあるが，何を表しているかをうまく後世に伝えていな
いように思われる．つまり，このモデルは個々の間隙内
の毛管水の状態を表現しているようにも見え，そうだと
するとメニスカス半径，表面張力，三角形くさびサイズ
の分布などの情報なしには数量化ができないような印象
を与えるからである．ところが，本文をよく読むと，さ
まざまな間隙サイズ分布を持つ土壌の不飽和水分状態の
全てをこの単純化した図に置き換えた Buckingham の

Fig. 5　Buckingham のλ（θ）予測図（Buckingham 
1907, Figure 14）．
Variation of conductivity（λ）with water content （θ）

Fig. 6　三角形くさびに保持された毛管水モデル．
土粒子接点水と土粒子表面の薄膜水とをうまく表現した，
非常に独創性のあるモデル（Buckingham 1907, Figure 15）．
Capillary water held in a prismatic wedge.
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抽象力に驚かざるを得ない．まずは，Buckingham の思
考を追いかけよう．
　まず，Fig. 6 において大きく 2 つの仮定を設ける．

1．毛管伝導度λは，Fig. 6 の薄膜水長さ X0－X
に反比例する（つまり，薄膜水が長いほど毛
管伝導度は低下すると考える）．

2．全体の含水量は毛管水体積のみによって決ま
り，薄膜水体積は無視でき，したがって水の
全体積は Fig. 6 の X2 に比例する．

この仮定は，大胆にして素晴らしいと思う．不飽和土壌
水の存在状態を見事に抽象化している．もちろん，土壌
の間隙サイズ分布という概念は使っていないので，ただ
一つの三角形くさびで表現して良いのか，との疑義が呈
されてもおかしくはないが，サイズを相対化（無次元化）
することで話を進めることができる．
　さて，仮定 1 から，直ちに

　　　　　　　　
λ =

　α
　　　　　　　　　　 x0－x

と書ける．ただし，αは三角くさび形状で決まる比例定
数である．また，仮定 2 から，このくさび型毛管水が飽
和しているときの体積を

　　　　　　　　　θ1 = β2x 0
2

水が Fig. 6 のように不飽和なときの体積を

　　　　　　　　　θ = β2x 2

と書く．β2 は三角くさびの形状から決まる定数であり，
特に数値を与えておく必要はない．これら 2 式より

　　　　　　　　x0－x =
θ1－ θ

　　　　　　　　　　　　　 β

を得るので，これをもとのλの式に代入すると，

　　　　　　　　
λ =　　

αβ
　　　　　　　　　 θ1－ θ

となる．ここで，この問題を無次元化することを考える．
その場合，係数α，βは任意の定数なので，αβ=1 と
与えてよい．また，三角くさび体積は飽和状態を 1 とす
ることによってθ1=1 となる．その結果，定式は

　　　　　　　　
λ =

　 1
　　　　　　　　　　 1－ θ

となる．これらの単純化は，いろいろな変数を無次元化
することによって全体の見通しを明確化する，という普
遍的な手法につながっているようであり，後に次元解析
の理論を完成させた Buckingham はここで発想の起点
を得たのだろうか，と想像する．確かに，飽和含水比
θ1=1 とすれば，含水比θは相対値（飽和度のような）
として扱うことができるし，個々の土壌におけるαβの
値は，それぞれの実験値から決めることができるだろう．
こうして得た曲線が Fig. 7 の曲線（原著論文（12）式）

　　　　　　　
θ =（ 1 －

1 ）
2

　　　　　　　　　　　　
λ

である．概念 Fig. 5 の BCD 部分を Fig. 6 のモデルに関
する物理的な考察により Fig. 7 の関数形で表した論理展
開（第 1 のアプローチ）は，矛盾のない爽快な物理的思考
を見た思いがする．
　第 2 のアプローチは，不飽和水分移動と電流のアナロ
ジーである．土壌の電気伝導度も土壌含水比の関数であ
り，やはり毛管水と薄膜水の存在形態を直接反映するは
ずである，という考察のもとに，Buckingham は，既往

Fig. 7　三角くさび毛管水の毛管伝導度（Buckingham 1907, 
Figure 16）．
Relation of conductance（λ）and water content（θ）．

Fig. 8　石英砂の電気伝導度と含水率の関係．縦軸にλと記
載しているが，ここは電気伝導度を表している

（Buckingham 1907, Figure 19）．
Electrical conductivity of moist quarts sand.



67講座：「土壌水分移動の研究」

の土壌電気伝導度データを集めた．Fig. 8 はその一例で
ある．そして，Fig. 5 の BCD 部や Fig. 7 と類似した曲
線を得ることは当然であると考察している．こうして，
Buckingham は，λ（θ）の関数形をほぼ言い当てていた
のである．言い換えれば，不飽和透水係数はなぜ土壌含
水比の関数なのか，という物理的考察は，Buckingham
の論文で深く議論されていた，と言ってよい．
Ⅳ．水の毛管流動
　この節も，Buckingham らしさが色濃く出ていて，興
味深い．λ（θ）をいかにして定量化すべきか考えた
Buckingham は，まず，原理的には不飽和土壌水分移動
の定常状態を実現すればこれを定義通り測定できるはず
だが，実際には時間と手間が著しくかかる上に反復実験
が容易ではないことに留意し，むしろ，厳密性には欠け
るが簡便な手法を用いて本質に迫ろうと決めた．ここで
用意したのが，内径 4.6 cm 高さ 6 cm のランプ用円筒で
ある．下 3 cm に比較的湿った土，上 3 cm に比較的乾い
た土をできるだけ充てんし，湿った土から乾いた土への
水移動量 M を 2 日目から 15 日目まで測り続けた．一方，
初期含水比の差を⊿で表し，M/⊿の値を追究したので
ある．ここでも，関連する物理量を無次元化することに
よって現象の本質を探り出そうとする基本姿勢がある．
　ところで，M/⊿とは何であろうか ? それは，M と⊿
の定義から直接決まる量であり，含水比の差 1 % の同
一土壌を接触させたときの水分移動量である．さて，こ
こで Buckingham の水分移動式を再掲すると

　　　　　　　
Q = λ

∂ψ
　　　　　　　　　　∂x

であった（原著論文を忠実に再現するため，敢えてマイ
ナス記号を記載しないが，前述したとおり，今日的には
右辺に負号をつけなければならない）．これを変形すると

　　　　　　　
Q = λ

dψ ∂θ
　　　　　　　　　　dθ ∂x

となる．ここで，Q/（∂θ/∂x）という量は単位水分量勾
配に関する水分フラックスであり，

　　　　　　　Q　 
=λ

dψ
= D

　　　　　　∂θ/∂x　　 dθ

であるから，これは今日我々が水分拡散係数 D と呼ん
でいる量そのものである．そこで，M/⊿と D の定義を
並べてみると，
　　　　　　　M　 　含水比の差 1% の同一土壌を接触
　　　　　　　△　:　させたときの水分フラックス

　　　　　　　D　:　体積含水率勾配が 1 cm‒1 の土壌
　　　　　　　　　 　中での水分フラックス

である．この時代には水分拡散係数という概念は成立し

ていなかったので，名称がついていないが，Bucking-
ham の M/⊿は，今日の水分拡散係数 D に非常に近い
概念であったことは，明らかである．Buckingham 自身
も M/⊿は何か重要な概念を代表していることを十分に
気づき，そのことを表現するために

　　　　　M
=λ

dψ
× constant

　
　　　　　△　　dθ

とした（原著論文（24）式．ただし，微分記号∂を d に
訂正して記述した）．つまり，当時存在していなかった
土壌水分拡散係数 D を用いれば

　　　　　M
= D × constant　

　　　　　△

であると言い切ったとみなすことができる．
　さて，Buckingham は 11 種類もの土壌を用いてひた
すら M/⊿の値が示す特性を記述した．もちろん，これ
は水分拡散係数 D（θ）の特性を追究していたことと等価
であった．これらの検討の結果，Buckingham は，理論
的帰結としてFig. 9を提起した．図の横軸は土壌含水比，
縦軸はそれぞれの曲線に応じて定義される量である．曲
線 A は M/⊿，すなわち D（θ）×定数である．実際，曲
線 A は水分拡散係数の特性をよく表している．曲線 B
は毛管伝導度，すなわち不飽和透水係数に他ならない．
そして，曲線 C は∂ψ/∂θであり，これは現在水分容量

（water capacity）と呼ばれる量の逆数である．Fig. 9 に

Fig. 9　土壌含水比と各種関数との理論的関係．
A は M/⊿すなわち今日の水分拡散係数 D（θ）に近い関数，B
は毛管伝導度λすなわち今日の不飽和透水係数 K（θ），C は
∂ψ/∂θすなわち今日の比水分容量の逆数．（Buckingham 
1907, Figure 23）．
Diagram showing theoretical relationship between water 
content, conductivity for moisture, and the potential function.
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は，今日我々が不飽和水分移動を解析するときに用いる
概念の全てが理論的に導かれ，図示されているのである． 
　さて，この論文は，ここで突如終了である．何の結論
も記述されていない．そのため，この論文は，書きかけ
の未完成品ではないか，と疑っても不思議ではない．こ
の疑問に答えてくれたのが，2005 年の Nimmo and 
Landa による論文である．すなわち，当時の BOS 局長
Whitney と Buckingham との，日付入りの書簡のやり
取りを子細に点検した結果，Whitney が難癖をつけて
Buckingham の結論文章を削除させたという事実を突き
止 め た． そ れ だ け で な く，Nimmo and Landa は
Buckingham 自身の手書きの結論部分を発見し，克明に
活字に直して論文に書き残している．そこで，この結論
部分を箇条書きに訳出（一部意訳にて）してみたい．

　結論
①　この論文は毛管伝導の法則を，実験結果の記述とと

もに検討したものである．
②　従来の経験的な知識では厳密な理論を確立できな

い．
③　実験は大変難しく，恐ろしく時間がかかるので，こ

れまでせっかく苦労して得た実験結果ではあるが，
得られた結果は貧弱と言わざるを得ない．

④　理論と実験の難しさはこれまで指摘されている通り
なので，この論文が今後の研究の出発点となる．

⑤　新たな理論は，現象の寄せ集めではなく，独立した
個別の実験事実を包括し，土壌水分移動を説明する
ものでなければならない．

⑥　物理学者にとって，熱伝導問題を扱うのにフーリエ
の法則を知らず，熱流計も持たずに立ち向かうのが
困難なのと同様に，有効な土壌水分計を持たずに土
壌水移動を扱うのは困難である．

⑦　問題は困難だが，望みはある．主な問題は，広範な
注意深い実験を必要としていることだけだからであ
る．

　以上である．この結論は，もちろん立派な見識を述べ
ており，削除すべきではなかった．その後の歴史はこの
通りに展開したのであるから，Whitney 局長は余計な
ことをしたのである．

5. おわりに

　Buckinghamという人は，どんな人だったのだろうか?
私の主観によれば，まず，あまり笑わない，気難しい人
物，という印象を持つ．しかし，これは集中している研
究者であれば，みな似たようなものだろう．ただ，どち

らかというと孤独感の強そうな人物であったと思われ
る．その孤独は，思索が深すぎて，周囲の研究者がつい
てこられないことにも原因があり，レベルの高い研究者
であるが故の宿命であったかもしれない．BOS から
NBS に移った後，そこでの同僚研究者は「彼は，論文
書きがうまかっただけでなく，批判力も優れていた．人
によっては，彼は厳しすぎる，とも評していた．彼は，
意見の異なる科学者や役人に対して“ペテン師だ”と
いってはばからなかった」と評したという．
　Buckingham が Darcy 則のことを全く触れなかった
事実について，Nimmo and Landa （2005）は，Darcy
則の発表が 1863 年であって余りにも古いので，触れな
かったか，または，Darcy 則と Buckingham 則には共
通性がないと考えていたからだろうと推測している．ま
た，Narasimhan（2005） は，Buckingham は Darcy 則
を知っていたが，不飽和水分移動の法則はこれと区別す
べきものと考え，敢えて導入や引用を行わなかったと推
定している．一方，Sposito（1986）は，Buckingham
は単に Darcy 則を知らなかっただけだろうと示唆して
いる．諸説あるが，この原著論文を詳細に読めば，やは
り土壌水の不飽和移動の法則は Buckingham によって
樹立されたものであり，この法則を Buckingham‒
Darcy 則と呼ぶことは，適切である，と結論できる．
　改めて見直してみると，Buckingham は，今日の不飽
和土壌水移動の基礎概念として欠かせない諸概念，すな
わち，マトリックポテンシャル，水分特性曲線，比水分
容量，不飽和透水係数，水分拡散係数，薄膜流，浸漬熱
などの概念のほぼ全てを把握していたことは明らかであ
り，Nimmo and Landa や Narasimhan が高く評価した
ように，私も Buckingham の 1907 年論文は，古典と呼
ぶに相応しいと考える．
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69講座：「土壌水分移動の研究」

要 旨

100 年以上前に Buckingham が発表した論文「Studies on the movement of soil moisture」を古典とし
て読み解いた．この論文は，不飽和土壌水分のポテンシャルについて世界で初めて定義し，またその移
動法則を提示した画期的なものであったが，所属していた研究機関の上司らの理解を得ることに多くの
労力を費やすことになった．そこで，この論文発表をめぐる Buckingham の個人的かつ歴史的事情に
ついても，資料に基づいて解説した．なお，論文本体において，当時の用語と現代の使用用語との間に
違いがあるので，極力現代用語を用いて記述した．原著論文は非常に科学的で示唆に富み，特に理論的
考察は味わい深いものであり，この分野に携わる研究者や若手研究者，大学院生にも，ぜひ読んでもら
いたい．土壌物理学会事務局経由でも，原著論文のコピー（pdf）が入手可能と聞いている．

キーワード : 不飽和水分移動，Buckingham-Darcy 則，毛管ポテンシャル，マトリックポテンシャル，
　　　　　　毛管伝導度



土 粒 子

適地適作
鈴木克拓 1

私事であるが，新潟県上越市にある中央農業総合研究
センター北陸研究センターに転勤して 3年半が経つ．出
身は工学研究科結晶材料工学専攻で，前の職場を含めて，
作物栽培の経験はなかったが，当地に来て，冬作大麦の
圃場栽培試験を行うことになった．ここでは，多雪重粘
土地帯において，農地の有効利用のための 2年 3作体系
の導入を目指している．想定される体系の一つは，夏作
稲－冬作大麦－夏作大豆である．このうち，畑状態で栽
培される冬作大麦と夏作大豆がこの体系を確立する上で
のボトルネックになる．特に，冬作大麦の栽培について
は，夏作大豆に比べて乗り越えるべき問題が多い．大麦
は中央アジア原産で，耐湿性が弱く，小麦に比べても弱
いとされている．しかし，当地は日本海側にあるため，
冬作麦栽培期間は降水量が多い．特に，12 ～ 2 月には
1000 mm以上の降水（降雪）があり，積雪期間の麦は，
多水分・暗黒・積雪による高荷重などの厳しい条件にさ
らされる．さらに，この地域に広く分布する粘土質の土
壌は透水性・排水性が低いため，湿害だけでなく，いっ
たん雨が降ると膨軟になり，しばらくの間，圃場に農業
機械を入れることが出来ないことも問題になる．特に，
収穫時期の雨は大麦栽培にとって致命的になることがあ
る．麦が成熟したところに雨が降ると，穂に付いた状態
のまま発芽することがあり，品質が著しく低下するから
である．この地方の冬作大麦の収穫時期は6月上中旬で，
運悪く，梅雨入りの時期と重なるのである．しかし，次
の夏作大豆の栽培を考えると，冬作物としては，熟期が
比較的早い大麦を選択せざるを得ない．これまでに手が
けた大麦栽培における最低の収量は，大麦のことを何も
知らない初年目に排水などの対策をしないで栽培したと
きの 6 g m‒2（10 a あたり 6 kg）であった．圃場は草む
らの中に小さな麦が所々顔を出している状態で，場内か
らは「雑草畑」などと言われる始末であった．
「適地適作」と言う言葉がある．「その土地の自然的・
社会的条件に最も適した農作物を栽培すること」という
意味である．農業・農学をほぼ全く知らなかった就職活
動の当時，農業というものは「適地適作」が一番と思い，
農水省入省の面接でもそのようなことを面接官に熱弁し
た記憶がある．「適地適作」の点で，当地は気候も土壌
も大麦の「適地」には見えない．
「不適地」での栽培試験に取り組んでいる昨今，小学
校で習った，出身地の愛知県南東部における戦後の農地

開拓史を思い出した．そこは軍の演習場だったところ
で，土壌は礫混じりで，固結した酸性の赤黄色土であり，
はじめは豆粒ほどの大きさのサツマイモを栽培するのが
やっとであったという．そこに長い年月をかけて様々な
技術を投入することにより，農業にとって劣悪な土壌条
件を克服し，今では日本有数の農業地帯になっているの
である．気候は比較的温暖であり，野菜等の集約的栽培
に対する気候的な適性があるため，現在の様子だけを見
れば，昔から「適地適作」の農業が行われてきたと感じ
るかも知れない．しかし，実際は，長い時間をかけて赤
黄色土特有の物理性・化学性に関わる諸問題を乗り越
え，ようやく「適地適作」になったのである．土壌物理
関係の古い実験書や文献の中にしばしば馴染みの地名を
見ることから，この開拓事業にも少なからず土壌物理分
野の研究で得られた成果が生かされていたことが想像で
きる．「適地適作」は，必ずしも，あてがわれた自然条
件をただ受け入れるだけでなく，特に土壌条件について
は，人類の英知を投入することにより切り開いていくこ
とができることを改めて認識している．
麦などの畑作物の栽培には適していない粘土質土壌で
も，畑転換のための様々な対策が考えられてきた．例え
ば，排水対策としての本暗渠と弾丸暗渠を組み合わせる
組み合わせ暗渠は，土壌物理の先人たちの研究によって
開発されたものである．また，北陸研究センターで開発
され，条件不良地での普及が拡大している「耕うん同時
畝立て播種技術」は，作業可能日数が限られた土壌・気
候条件下における効率的な播種作業の実現，畝立てによ
る湿害回避および播種床となる作土上部に細かい土塊を
配置することによる出芽・苗立率の向上を狙ったもので
あり，これにも土壌物理研究の成果が活かされている．
繰り返しになるが，北陸地方の自然条件が大麦にとって
「適地適作」ではないのは明らかである．しかし，現在，
北陸地方は麦飯などに使われる六条大麦の国内生産の半
分以上を占める主産地となっており，ほとんどが水田転
換畑で栽培されている．これには，土壌物理研究者によ
る排水対策・耕起・砕土などの成果が大きく貢献している．
2011 年から 12 年にかけての冬は，最高積雪深が 2 m
を超える 26 年ぶりの大雪であったが，600 g m‒2 以上の
収量を得た．北陸地方の大麦としては豊作である．その
圃場も粘土質の水田転換畑であり，粘土含量も他の収量
の低い圃場に比べて特に低いわけではない．しかし，土
壌は見た目にも他の圃場に比べて良く，実際に，土壌の
物理的諸特性を測定すると，地下水位やかさ密度が低く，
砕土率が高く，有効水分も多かった．こうなると，他の
圃場もこの圃場と同じように改良すれば良いということ

1農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター　
2012 年 10 月 29 日受稿　2012 年 10 月 29 日受理
土壌の物理性 122 号，71‒72（2012）
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になるが，これは難しい．物理性の改良は一朝一夕で行
えるものではなく，それをどのように効率的に行うかも
難しいが，土壌の物理性の変化をどのように指標として
表し，生産性と結びつけた評価をするのかも難しいこと
を実感している．
今後，世界の食糧問題はますます深刻になると思われ

る．それを解決するには食糧の増産が欠かせない．その
ため，低湿地や乾燥地など，必ずしも「適地」でないと
ころでの作物栽培が求められる場面も増えるだろう．環
境に配慮しつつ，農地を拡大・有効利用し，「適地適作」
にするための土壌改良に果たす土壌物理の役割は今後ま
すます大きくなると考えられる．



会 務 報 告

Ⅰ . 2012（H24）年度　第 2回事務局会議
日　　時：2012 年 10 月 22 日（月）
場　　所：北海道大学　農学部
出　　席：波多野会長，中辻編集委員長，柏木庶務幹事，

　　倉持会計幹事，岩田編集幹事
議　　題：
1．2012 年度土壌物理学会大会講演会
　（1）プログラムと準備状況
　（2）評議員会と総会
2．その他
　（1）編集委員会報告
　（2）その他

Ⅱ .  2012（H24）年度　第 2回編集委員会
開催形式：電子会議
日　　時：質疑応答・討論
　　　　　2012 年 10 月 19 日～ 10 月 28 日
　　　　　採決
　　　　　2012 年 10 月 29 日～ 11 月 1 日
出席委員：中辻敏朗　飯山一平　木村園子ドロテア  
　　　　　古賀伸久　竹内晴信　永田　修　丹羽勝久 
 　花山　奨　早川　敦　笛木伸彦　宮本輝仁　
　　　　　森　昭憲　山本忠男　渡辺晋生  　
　　　　　（委員 14 名中 14 名参加：成立）
○議事内容
1．議題
　（1）　編集委員長より提案のあった「土壌の物理性 122

号｣の発行計画が全会一致で承認された．
2．報告
　（1）　編集幹事より，現在の閲読の進行状況について

報告がなされた．

Ⅲ . 2012（H24）年度　第 1回評議員会
日　　時：2012 年 11 月 1 日（木）
場　　所：帯広市：とかちプラザ　研修室 306
出　　席：波多野会長，中辻編集委員長，井上学会賞選
　　　　　考委員長
　　　　　評議員／柏木，岩田，安中，登尾，吉田，  
　　　　　　　　　石黒，中辻，猪迫
 　　幹事／柏木，倉持，岩田
議　　題：
1．審議事項
　（1）　2012 年度事業計画（案）  （庶務幹事）
　（2）　2011 年度会計決算（案）・監査報告  

（会計幹事）
　（3）　2012 年度会計予算（案）  （会計幹事）
　（4）　2012 年度 土壌物理学会大会（プログラム） 

（庶務幹事）
　（5）　2012 年度学会賞（論文賞）　　　（選考委員長）

　（6）　総会議長について  （庶務幹事）
　　　上記（1）～（6）まで審議の上，予算を一部修

正することで了承された．
　（7）　2013 ～ 2014 年度役員（案）について  

（選挙管理委員長・庶務幹事）
　　　会則第 6条の（2）イに則り，15 名の評議員が

選挙により選出されたことが確認・了承された．
　　　次期会長，副会長，編集委員長，幹事，学会賞

選考委員の人事案が事務局より提示され，了承
された．

　　　今回案を提示できなかった評議員（会長委嘱），
会計監査，選挙管理委員長について，後日事務
局より評議員へ提示し，持ち回り（電子）評議
員会で決定することが確認された．

　（8）投稿規定および原稿執筆要領の改定  
（編集委員長）

　　　投稿規定の 2．9）および 4．において，改定案
が承認された．併せて，依頼原稿の超過ページ
に関する内規（案）が承認された．なお，原稿
執筆要領の改正案については，一部を修正する
ことで承認された．

　（9）　シニア会員への移行  （庶務幹事）
　　　正会員から届出のあったシニア会員への変更届

け（5件）が了承された．
　（10）　その他
　　　・地球科学惑星連合（JPGU）の年次大会にお

　けるセッションの協賛について （庶務幹事）
　　　　2セッションの協賛が了承された．
　　　・その他 
　　　　手当，旅費に関する事務局内規を改定すべき

　であるとの提案を受け，事務局が改定案を作
　成し，次回評議員会に諮ることが確認された．

2．報告事項
　（1）　会員動向 　　　　　　　　　　　　（会計幹事）
　（2）　編集委員会報告　　　　　　　　（編集委員長）
　（3）　その他

Ⅳ . 2012（H24）年度総会
日　　時：2012 年 11 月 2 日（金）
場　　所：帯広市：とかちプラザ　大集会室
議　　題：
1．議長選任
2．2012 年度事業計画（案） 　　　　（庶務幹事）
3．2011 年度会計決算（案）・監査報告 （会計幹事）
4．2012 年度会計予算（案） 　　　　（会計幹事）
　5．2012 年度 土壌物理学会大会（プログラム） 

（庶務幹事）
　6．2012 年度学会賞（論文賞）　　　　　（選考委員長）
　　深田耕太郎　氏　　京都大学農学研究科



　 中村　公人　氏　　京都大学農学研究科
　「砂質土壌の気相率と通気係数の音響測定法の  

　　　開発と同手法を通して見た気相の構造」
7．2013 ～ 2014 年度役員（案）　　 （庶務幹事）
8．投稿規定および原稿執筆要領の改定
9．議長解任

Ⅴ . 会員消息（2012 年 10 月 22 日まで，敬称略）
入会 正会員  加藤　幸
 　　
退会 正会員  中村　祐二
　　 正会員  大坪　政美
　　 正会員  平沢　正
　　 正会員  福田　光治
　　 正会員  堀　兼明
　　 正会員  山澤　新吾
 学生会員 三村　佳織
 賛助  アツベ科学（株）（倒産）

現在会員数（2012 年 10 月 22 日現在）
正会員（国内） ： 288
　　　正会員（海外） ： 6
　　　シニア ： 7
　　　学生会員（国内） ：  28
　　　学生会員（海外） ：   2
　　　賛助 ：   8
　　　　小　計 ： 339

　　　講読会員  ： 44 機関 51 口
　　　　合　計 ： 390
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̶編集後記̶

若い若いと思ってはいますが，気づけば子どもももう
すぐ中学生．科研も若手枠からはみ出し，髭も随分白く
なってきました．本ページ下段の末席に並べていただく
ようになって数年，年頃なのか様々な学会誌の編集に携
わる機会が増えています．いずれの学会も財政や会員数，
若手獲得の状況は良好とは言えず，会員増につながる魅
力ある学会誌の編集を目指しています．誌面の充実，経
費のスリム化，電子化，美しい誌面作り，講座や特集の
企画，周辺分野との融合，データセットや教材の作成・
公開．学会の規模や各誌の特徴によって作戦は様々です
が，中には功を奏しているものもあるようです．さて，「土
壌の物理性」はどうでしょうか．私的には，このところ
各種のポテンシャル計やポテンシャルセンサーを検討す

る機会が多く，ガードナーやバッキンガムの「古典を読
む」はとても楽しいものでした．若手の勉強の手助けと
なる講座や特集の継続は魅力的だと思います．比較的小
回りが効く利点を活かし，インパクトファクターの高い
海外誌に出す論文とはまた別報を，海外誌に掲載された
素晴らしい論文の紹介を，あるいは若手に必要なあと一
本を掲載できる雑誌というのも魅力的ではないでしょ
うか．そのためには査読体制の迅速化や，Web の充実，
質の保持，雰囲気作りなど課題も多いかもしれません．
とはいえ，学会誌を支えているのはまずは会員の皆様か
らの投稿です．皆で土壌の物理性本誌を盛り上げていき
ませんか？

渡辺晋生（編集委員）



土壌物理学会会則
第 1 条 本学会は土壌物理学会 (Japanese Society of Soil 

Physics) と称する．
第 2条 本学会は土壌物理に関する研究の進歩と普及を図り，

農業技術及び環境科学の発展に貢献することを目的
とする．

第3条 本学会はその目的を達成するために次の事業を行う．
（1）研究発表会，討論会及び見学会などの開催
（2）学会誌「土壌の物理性（Journal of the Japanese 

Society of Soil Physics ）」並びにその他の印刷物の
発行

（3）内外の研究，技術の交流及び他の学会，諸団体との協力
（4）優れた論文に対する表彰
（5）その他，本学会の目的を達成するために必要な事業

第 4条 本学会の会員は，正会員，シニア会員（これまで正
会員であって60歳以上の常勤職に就いていない者），
学生会員及び賛助会員，購読会員の５種とする．学
会への入会または退会の際は，本学会に届け出なけ
ればならない．

第5条 会員は次の会費を所定の期日までに納めるものとする．
 正会員 年額   5,500 円
 シニア会員 年額 3,000 円
 学生会員 年額  3,000 円
 （大学院生を含む） 
 賛助会員 一口年額 22,500 円
 購読会員 会誌年額  7,500 円
 広告料 賛助会員 15,000 円
 賛助会員以外  22,500 円
第6条 本学会に次の役員をおく．任期は2年とする．ただし，

3期連続の重任は認めない．選出方法は次による．
（1）会長 1名 , 副会長 1名，編集委員長 1名  

正会員の中から評議員会によって選出される．
（2）評議員
　イ 15 名 正会員の中から選挙によって選出される．
　ロ 3 名以内を会長が正会員の中から委嘱する．
（3）会計監査 2名     

正会員の中から評議員会によって選出される．
（4）幹事若干名     

若干名の庶務 , 会計，編集の幹事を会長が委嘱する．
第 7条 会長は毎年 1回以上総会並びに評議員会を招集する．
（1）総会は本学会の最高議決機関であって，事業計画，

予算・決算，会則の変更等を決定する．総会は正会員，
シニア会員及び学生会員で構成される．

（2）評議員会は，会員の選挙によらない役員の選出，総
会議案，その他の重要事項を検討する．評議員会の
議長は会長がこれにあたる．

（3）総会及び評議員会の議決は委任状を含む多数決とす
る．ただし，会則の変更は， 総会出席者の 3 分の 2 
以上の賛成を要する．

第 8条 本学会の会務は，評議員会及び総会の議を経て，会長，
副会長，編集委員長及び 幹事がこれを執行する．会
務執行に必要な規程は別に定める． 

第 9 条 本学会に次の委員会をおく．
（1）選挙管理委員会     

正会員の中から評議員会によって選出され，本学会
の評議員選挙を管理する．

（2）編集委員会     
正会員の中から評議員会によって選出される委員に
よって構成され，学会誌その他の印刷物の編集に当
たる

（3）学会賞選考委員会     
正会員の中から評議員会によって選出される委員に
よって構成され，学会賞を選考する． 

第10条 本学会の経費は会費その他の収入を持ってあてる． 
本学会の会計年度は毎年 4月 1 日に始まり翌年 3月 
31 日に終わる．

附則
（1）本学会の連絡先は，これを当分の間次に置く． 

〒 060-8589 北海道札幌市北区北 9条西 9丁目 北海
道大学大学院農学研究院 

（2）本会則は，2011 年 4 月 1 日より施行する．
（2011．10．28 改正）

細則
（1）シニア会員
1）シニア会員は，これまで正会員であって 60 歳以上
の常勤職に就いていない者

2）シニア会員への変更は，資格を有する会員からの
申告を受け，評議員会の承認を受ける．原則とし
て申告された年度から適応するが，当該年度中に
有資格となった場合は，次年度から適応する．

3）シニア会員の権利は正会員に準ずる．ただし，会
則第 6条で定める役員および第 9条で定める委員
会委員に就くことはできない．

（2011．10．28 制定）

「土壌の物理性」投稿規定
1．筆頭著者は本学会会員であること．
2．投稿原稿の区分と規定ページは下記による．

1）「論文」（Original papers）：独創性があり，土壌の
物理性に関する研究および技術の進歩に寄与すると
見なされるもの．一編ごとに論文としての構成を整
えていて，他誌に未発表のものに限る．規定ページ
を刷り上がり 6ページ以内とする．
2）「研究ノート」（Notes）：土壌の物理性に関する新し
い事実や研究方法の改良などの短い報告で，独創性
があり他誌に未発表のもの．規定ページを刷り上が
り 4ページ以内とする．
3）「総説」（Reviews）：土壌の物理性に関する主題につ
いて，それまでの研究を総括し，今後の発展方向を
展望するもの．規定ページを刷り上がり 6ページ以
内とする．
4）「解説」（Lectures）：土壌の物理性に関する諸事項
の理解を計るための平易な解説，ならびに研究技術
の普及交換を進めるための紹介など．規定ページを
刷り上がり 6ページ以内とする．
5）「研究紹介」（My research）：現在行っている研究，
他の学会誌等に掲載された論文，研究上の工夫など
についての平易な紹介．規定ページを刷り上がり 6
ページ以内とする．
6）「資料」（Miscellaneous）：広く会員の参考となる報
告や情報．規定ページを刷り上がり 6ページ以内と
する．
7）「土粒子」（Readers' column）：「土壌の物理性」周辺
のことについての随想や意見など．規定ページを刷
り上がり 2ページ以内とする．
8）「講座」（Lecture series）：「解説」と本質的な違いは
ないが，特に編集委員会が企画して複数回にわたっ
て行うものを指す．規定ページを刷り上がり 6ペー
ジ以内とする．
9）「特集」（Topics）：「解説」，「総説」，「論文」，「研究ノート」
が混在したもので，特に編集委員会が企画して複数
回にわたって行うものを指す．規定ページを刷り上
がり 6ページ以内（「研究ノート」では 4ページ以内）
とする．

10）「書評」（Book reviews）：規定ページを刷り上がり
2ページ以内とする．

11）「巻頭言」（Foreword）：規定ページを刷り上がり2ペー
ジ以内とする．
　なお，上記区分において，編集委員会が会員または
会員以外に投稿依頼することがある．

3．原稿の採否は編集委員会が決定する．編集委員会は，「論
文」および「研究ノート」については 2名，その他の投
稿原稿には 1名の閲読者を選んで閲読を依頼する．ただ
し，「土粒子」，「書評」，「巻頭言」については，この限り
でない．

4．投稿原稿が2．に記す規定ページを越える場合には，1ペー
ジあたり 15,000 円を著者負担とする．ただし，編集委
員会が会員または会員以外に投稿依頼した原稿の場合は
この限りでない．また，カラー印刷の場合は実費を著者
負担とする．

5．投稿する場合は、投稿原稿（本文，図表含む）および原
稿送り状（別紙書式）の PDF ファイルを編集委員長宛
に提出する．ただし、編集委員会が別途指示した場合は
この限りではない．

6．投稿原稿を受け付けた場合，編集委員会は速やかに受付
番号と受付日付を明示した電子メールまたは書状を投稿
者に送る．また，投稿原稿の掲載を決定した場合，最終
原稿を受領したのちに受理日付を明示した書状を著者に
送付する．

7．著者に対して修正を求めた原稿が，特別な事情なく 6ヶ
月以内に再提出されないときは取り下げと見なす．

8．著者校正は初校のみとする．また，特に申し出がない限
り印刷ずみの原稿は返さない．

9．掲載された原稿の PDF ファイルを著者に贈呈する．ま
た，著者は別刷りを印刷業者から購入することができる．

10．本誌に掲載された原稿の著作権は土壌物理学会に帰属す
る．

（2012．12．20　改正）

「土壌の物理性」原稿執筆要領
全般的事項

1．原稿は，日本語または英語で執筆する．
2．日本語の原稿は，A4 判，25 字，26 行とし，上下左右
に 30 mm以上の余白をとる（4枚で 1ページになる）．

3．日本語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじめに
日本語で表題，著者名を書き，そのあとに英語で表題と
著者名（フルネーム）を書いてから本文を書き始める．
英語の表題は，冒頭の単語の頭文字のみを大文字とし，



それ以降は固有名詞等，特に大文字が必要な場合を除き，
すべて小文字とする．英語の著者名は名の 1文字目およ
び姓の全てを大文字で記す．また，第 1ページ下の脚注
に，著者の所属機関と所在地を英語で，Corresponding 
Author とする著者の氏名と所属を日本語で記す．

4．日本語の論文および研究ノートは，英語による表題・著
者名と本文との間に，英語で 300 words 以内のAbstract
と 5 個以内のKey words を入れる．

5．日本語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を除く）
は，引用文献の後に日本語で 350 字程度の要旨，および
5個以内のキーワードを書く．

6．英語の原稿は，A 4判，ダブルスペースで作成する（約
600 words で 1 ページになる）．

7．英語の投稿原稿（ただし，書評を除く）は，Manuscript 
title, Full name of authors を書いてから本文を書き始
める．著者名は First name の 1 文字目および Family 
name の全てを大文字で記す．また，第 1ページ下の脚
注に，Address of institutions of authors および Corre-
sponding author を記す．

8．英語の論文および研究ノートは，Full name of authors 
と本文の間に 300 words 以内の英文Abstract と 5 個以
内の英語のKey words を入れる．

9．英語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評は除く）は，
引用文献の後に，日本語で表題と著者名，所属機関，所
在地，350 字程度の要旨，5個以内のキーワードをつける．
なお，著者が外国人のみのために日本語部分の作成が困
難な場合，英語部分からの和訳により，編集委員会の責
任でこれらを作成する．

10．英語の適正化はすべて著者の責任において行うこと . 自
然科学論文の執筆や校正に経験のある英語のネイティブ
スピーカーによってチェックされている事が望ましい．

11．閲読終了後に最終原稿を提出するときには，編集委員会
が指示する形式の電子ファイルを送付する．

本文
12．原稿には，閲読作業の効率化を図るため，本文に行番号
を 5行毎に書き入れる．

13．章の見出しは 1.，2.，3.，節の見出しは 1.1，1.2，1.3，項
の見出しは 1.1.1，1.1. 2，1.1. 3 のようにし，字体はゴシッ
ク体とする．

14．略語，略号を使うときには，はじめにそれが出たときに
正式名称とともに示す（例：陽イオン交換容量（CEC））．

15．単位の使い方は，国際単位系（SI）による．
図表

16．日本語および英語の原稿ともに，図または写真の番号は
Fig. 1，表はTable 2 のように書く．

17．日本語の論文，研究ノートの場合，図，表，写真の題名
には英語を併記する．

18．図，表，写真は必要最小限度とし，同一事項を表と図に
重複して表示する事は避ける．

19．図，表，写真は 1ページに 1つずつ貼り付け，余白に図
表等の番号を記す．

20．図と写真はそのまま組版されるので，鮮明なものを提出
する．

21．図は 1/2 倍などとおよその縮小率を指定し，2倍くらい
に大きく書く．図の線の太さや文字の大きさは，刷り上
がりの大きさを考慮して決める．

22．地図や顕微鏡写真には定尺をつけ，縮尺や倍率はつけな
い．

23．図，表，写真の番号と題名は，別紙にまとめて一覧表と
する．

引用文献
24．本文中で文献を引用する場合は，著者名（西暦），また
は（著者名，西暦）とする（例：Tanaka （1994），（Nakamura 
and Suzuki， 1981））．著者が 3 名以上の場合は第 1 著
者名のあとに　ら，または et al. をつける（例：山田ら
（1978），（Tayler et al., 1945））．

25．引用文献は，本文のあとに著者名のABC 順に書く．未
発表，私信は引用文献として記載しない．

26．引用文献の書き方は以下のようにする．
<雑誌 >
森本聡，永田修，川本健，長谷川周一（2009）：泥炭林土壌の
温室効果ガスの生成と消失．土壌の物理性，113：3‒12．
Fujimaki, H., Ando, Y., Cui, Y. and Inoue, M. （2008） ： Param-
eter estimation of root water uptake model under salinity 
stress. Vadose Zone Journal, 7： 31‒38.

Millington, R. J. and Quirk, J. P. （1959） ： Permeability of po-
rous media. Nature, 183： 387‒388, doi：10.1038/183387a0.
Bittelli, M., Flury, M. and Campbell, G. S. （2003） ： A thermo-
dielectric analyzer to measure the freezing and moisture 
characteristic of porous media. Water Resour. Res., 39（2）： 
W1041, doi：10.1029/2001WR000930.
< 単行本 >
Tinker, P. B. and Nye, P. H. （2000） : Solute movement in the 
rhizosphere, p.308. Oxford University Press, New York.
土壌環境分析法編集委員会編（1997）：土壌環境分析法，

pp.129-138. 博友社，東京．
松森堅治（2005）：地理情報システムを用いた窒素負荷予測
モデル．波多野隆介・犬伏和之編　続・環境負荷を予測す
る，pp. 60‒79. 博友社，東京．
Jury, W. A.（1996）：Stochastic solute transport modeling 
trends and their potential compatibility with GIS. In Cor-
win, D. L. and Loague, K.（ed.）Applications of GIS to the 
modeling of non-point source pollutants in the vadose 
zone, pp. 57‒67. SSSA Special Publication No. 48, Madi-
son.
<Web ページ >
FAO-AGL（2000）：Global extent and location of sodic soils. 
Available at http：//www.fao.org/ag/AGL/agll/prosoil/
sodic.html.（確認年月日）
野菜茶業研究所（2006）：野菜の硝酸イオン低減化マニュアル．
http：//vegetea.naro.affrc.go.jp/joho/manual/shousan/
index.html.（確認年月日）

（雑誌のページには p. や pp. をつけない．本の単数ページを
示す場合には p., 複数ページを示す場合には pp. をつける）
その他
27. 本要領のほかは , 科学技術情報流通技術基準（SIST）に
準拠する .

（2012．12．20 改正）

　[土壌物理分野の SI使用例 ]
国際単位系（SI）については多くの出版物で解説されてい
るので，ここには，土壌物理に特に関連の深い単位の使用例
を示す．

2000．3．10　改定

「土壌の物理性」投稿案内
1．投稿原稿に対する基本方針
　編集委員会は常に会員からの自主投稿を歓迎すると共
に，投稿された原稿をなるべく早く，できるだけ掲載す
る方向で処理したいと考えています．ただし，「土壌の
物理性」に掲載する原稿は読者にとって有益かつ完成し
たものであることが必要です．編集委員会は，投稿原稿
が「土壌の物理性」に掲載するのにふさわしい内容を持
つ原稿であるかどうかを基準として，掲載の可否を判断
します．なお，他誌との二重投稿は認められません．

2．投稿原稿に求められるもの
　投稿に当たっては，「投稿案内」と共に「投稿規定」「原
稿執筆要領」をよく読んでそれに従うと共に，閲読者が
多忙な中で時間を割くことをよく理解して最大限に努力
して完成した原稿としてから投稿して下さい．投稿原稿
に求められるものは下の通りです．

　（1）内容について
1）オリジナリティーがあること（論文，研究ノート
の場合）．

2）本誌の読者にとって有益であること．
3）導入，研究手法から結論に至る過程に論理性があ
ること．

　（2）表現について
1）原稿全体の構成が整っていること．
2）表題が適切であること．
3）文章表現が適切であること．
4）英文アブストラクトや和文要旨が適切であること．
5）SI 単位や記号の使い方が適切であること．
6）キーワードが適切であること．
7）英語の表現が適切であること．

3．投稿原稿の受付
　編集委員会は投稿原稿が体裁上最小限必要とする条件

　　　 推奨される単位　 　 認められる単位　 　
含水比 kg kg‒1 　 *
体積含水率 m3 m‒3

体積 　 m3 L, cm3, mL
密度 　 kg m‒3, Mg m‒3

濃度 　 kg m‒3, Mg m‒3 g L‒1, mg L‒1

モル濃度 mol m‒3 mol L‒1

力 N
水分ポテンシャル J kg‒1 kPa, m, cm, **
透水係数 m s‒1　 cm s‒1

イオン交換容量 molc kg‒1, cmolc kg‒1

回転数 s‒1 min‒1

収量　 kg m‒2　 kg ha‒1, Mg ha‒1, t ha‒1

  *  %表示は，原則として分母と分子の内容が同じものの場合に
だけ用いる．

** cmH2Oは使わない．
　その他，疑問のあるものについては意見を聞いて編集委員会で
検討する．



を満たしていることを確認した後，原稿を受け付けます．
条件を満たしていない場合には，著者への問い合わせ，
もしくは原稿を受け付けずそのまま返稿する場合があり
ます．

4．閲読の目的と姿勢
　編集委員会は受け付けた投稿原稿が「土壌の物理性」
へ掲載するのにふさわしいかどうかを判定する資料を得
るために閲読を行います．編集委員会は適任の閲読者を
選定し，閲読を依頼します．
　編集委員会は閲読者に対して特に次の点について注意
をお願いしています．
1）原稿の内容に対する責任は著者にあること．また，
原稿の価値は読者が判断するものであること．

2）閲読は内容の批判や討議を行うものではないこと．
従って，見解の相違は掲載不適の理由にならない
こと．

3）閲読者は投稿者に対して研究指導する立場にない
こと．従って，新たな実験や計算の追加要求など
は極力避けること．

4）閲読依頼期限を厳守すること．
　　　閲読者から出された問題点について，編集委員
会は原稿が投稿原稿に求められるものを満たすた
めに必要に応じて著者に修正を求めます．ただし，
これは著者に対する指導や助言ではありません．
原稿の内容に対する責任はあくまで著者にありま
す．

5．閲読の手順と投稿原稿の採否
（1）編集委員会は論文，研究ノートについては 2人，その

他の区分の投稿原稿については 1人の適任者へ閲読を
依頼します．

（2）閲読者は「2」の投稿原稿に求められる各項目につい
て投稿原稿を評価し，閲読結果を全体意見および個別
指摘事項と共に編集委員会へ報告します．

（3）編集委員会は閲読結果を審議し，投稿原稿の採否を決
定します．この際，論文・研究ノートについては原則
として下のように取り扱います．
1）閲読者 2 名とも総合判定がA（このまま掲載可）
の場合には，閲読結果を受け取った日付で原稿を
受理（掲載決定）します．

2）1 名の総合判定はA ，もう 1名は B（指摘の点が
修正されれば掲載可）の場合，または 2名とも B
の場合には，指摘事項について著者に比較的小さ
な修正を求めます．修正原稿が提出され，編集委
員会が修正内容を確認した時点で受理します．

3）1 名の総合判定は B ，もう 1名は C（指摘の点が
修正された後，再閲読する必要あり）の場合，ま
たは 2名とも Cの場合には，指摘事項について著
者にやや大きな修正を求めます．提出された修正
原稿は再び閲読を行います．

4）1名の総合判定がD（掲載不適）の場合には，第 3
の閲読者に判定を依頼することを含め，編集委員
会が対応を判断します．

5）2 名の総合判定ともDの場合には，その理由を付
けて著者へ返稿します．

6）閲読は 2回までとし，再閲読においても Cまたは
Dの判定がある場合には，編集委員会が対応を判
断します．

（4）閲読結果の総合判定をDとする理由は次のようなも
のです．
1）既発表とみなされるもの．
2）重要な部分に根本的な誤りがあるもの．
3）事実に基づいた内容ではなく，単なる主観が述べ
られているに過ぎないもの（論文，研究ノートの
場合）．

4）通説が述べられているだけで，新しい知見が全く
ないもの（論文，研究ノートの場合）．

5）修正を要する根本的な指摘事項を多く含んでいる
もの．

6）連載形式で構成されており，1編ごとに独立した
ものと認めがたいもの．

7）全体構成や文章が粗雑で，内容の判定ができない
もの．

8）内容が本誌の趣旨に合わないもの．
9）その他，本誌に掲載する原稿としてふさわしくな
いもの．

6．その他
1）共著者は全員が原稿に責任を負って下さい．共著
者がいるにもかかわらず，その共著者が原稿を読
んでないと判断されるような基本的なミスがある
場合には，閲読を中止して返稿することがありま
す．

2）修正原稿を返送する場合には，修正結果がすぐに
分かるような回答書（指摘事項に対応した修正箇
所・内容一覧）を作成し，添付して下さい．

3）原稿は一度印刷公表されると末永く評価と批判の

対象になります．閲読意見に対しては極力冷静か
つ慎重に対処して下さい．誤解があった場合には，
その誤解を解くだけでなく，誤解を受けないよう
な書き方に改める努力が求められます．

4）「掲載不適」で返稿された原稿を再投稿する場合は
新規投稿扱いとなります．「掲載不適」とした理由
を十分に確認・検討の上，再投稿して下さい．

（2004．6．29 改正）
「土壌の物理性」閲読の手引き

1．閲読依頼期限の厳守をお願い致します．万一，期限内に
閲読が困難な場合には，速やかに編集委員会事務局へ連
絡して下さい．

2．「投稿案内」において，下のものを投稿原稿に求めてい
ます．閲読においても，これらをその基準とします．
　（1）内容について
1）オリジナリティーがあること（論文，研究ノート
の場合）．

2）本誌の読者にとって有益であること．
3）導入，研究手法から結論に至る過程に論理性があ
ること．

　（2）表現について
1）原稿全体の構成が整っていること．
2）文章表現が適切であること．
3）表題が適切であること．
4）英文アブストラクトや和文要旨が適切であること．
5）SI 単位や記号の使い方が適切であること．
6）キーワードが適切であること．
7）英語の表現が適切であること．

3．「掲載不適」とする理由としては，下のようなものが挙
げられます．
1）既発表とみなされるもの．
2）重要な部分に根本的な誤りがあるもの．
3）事実に基づいた内容ではなく，単なる主観が述べ
られているに過ぎないもの（論文，研究ノートの
場合）．

4）通説が述べられているだけで，新しい知見が全く
ないもの（論文，研究ノートの場合）．

5）修正を要する根本的な指摘事項を多く含んでいる
もの．

6）連載形式で構成されており，1編ごとに独立した
ものと認めがたいもの．

7）全体構成や文章が粗雑で，内容の判定ができない
もの．

8）内容が本誌の趣旨に合わないもの．
9）その他，本誌に掲載する原稿としてふさわしくな
いもの．

4．原稿の内容に対する責任はあくまで著者にあります．ま
た，原稿の価値は読者が判断するものです．

5．閲読は内容の批判や討議を行うものではありません．
従って，見解の相違は掲載不適の理由にはなりません．

6．閲読者は投稿者に対して研究指導する立場にありませ
ん．よって，新たな実験や計算の追加要求などは極力避
けて下さい．

7．閲読者は著者と直接折衝をしないで下さい．著者との交
渉はすべて編集委員会の責任で行います．

8．閲読者として知り得た印刷前の原稿の内容はいかなる形
でも利用・引用等出来ません．厳にご注意下さい．

9．著者に修正を求めた後に再閲読で総合判定をD（掲載
不適）とすることは，閲読者にとっても著者にとっても
非生産的です．完成度の低い原稿などにおいては，修正
を求め再閲読を行うよりも「掲載不適」として練り直し
てから新たに投稿するよう促した方がよい場合がありま
す．その場合には，「掲載不適」の理由（「3」参照）を
明示して下さい．個別指摘事項への意見は不要です．

10．閲読者から編集委員会へ意見等がある場合は，必ず「編
集委員会への意見」として別紙への記入をお願いします．

（2003．5．28 改訂）

 土壌物理学会学会賞規定 
1．種類
　学会賞に論文賞と優秀ポスター賞をおく．
2．論文賞の選考
　論文賞は，年 1回，以下の手順により論文賞選考委員会「以
下，選考委員会」で審査し，評議員会で決定する． 

（1） 賞の対象とする論文は，「土壌の物理性」に，原則と
して前年度（前年 4 月 1 日から翌年の 3月 31 日まで）
に掲載された原著「論文」とする． 

（2） 審査対象とする論文は，以下のいずれかとする : 
1）選考委員会が（1）に該当する論文の中から第 1次
審査として選考したもの， 2）（1）に該当する論文
の中から正会員 1 名以上により推薦（自薦もしく
は他薦）されたもの． 



（3） （2） - 2） に記す論文の推薦は，学会誌「土壌の物理性」
に公示された募集を受け，所定の書類を必要部数揃え，
期日までに学会事務局に提出しなければならない． 

（4） 選考委員会では， （2）に該当する論文の中から，第 2
次審査として受賞候補論文（以下，候補論文）を審査・
選考し，評議員会へ付議する． 

（5） 評議員会では，候補論文が受賞に適格かどうかを判定
する．

3．優秀ポスター賞の選考
　優秀ポスター賞（以下，ポスター賞）は，年 1回，以下の
手順により決定する．

（1） 選考の対象は，当該年度の土壌物理学会大会において
発表されたポスターであって，筆頭者は会員とする．
ただし，ポスターの筆頭者が学生の場合に限り，会員
外であっても選考の対象に含める． 

（2） ポスター賞は， （1）に該当するポスターの中から，選
考委員会および会員の投票により選考する．（ 5 件以
下）

4．表彰 
（1） 論文賞は，通常総会において表彰を行う．また，会誌

上に公表する． 
（2） ポスター賞は，土壌物理学会大会において表彰を行う．

また，会誌上に公表する．
（2002．11．23 制定 2009．10．24 改正）

土壌物理学会学会賞選考委員会規定
1．目的
　学会賞選考委員会（以下委員会という）は，論文賞および
優秀ポスター賞の選考を行うことを目的とする．

2．業務
　委員会はつぎの業務を行う． 
（1） 学会賞運営規定に基づく論文賞および優秀ポスター賞

の選考． 
（2） 土壌物理学会学会賞選考に関するその他の事項．
3．構成
　委員会は委員長1名および委員5名程度を持って構成する． 
（1） 委員会は正会員より構成される． 
（2） 委員は評議員会の推薦に基づき総会で決定する． 
（3） 任期は 2年とする．ただし，再任はさまたげない． 
（4） 委員長は委員の互選により選出する． 
（5） 若干名の専門委員をおくことを認める．
4．開催
　委員会は年 3回程度開催する．

（2002．11．23 制定 2003．11．22 改正）
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