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論 文 の 内 容 の 要 旨

･ランボンはスマト.ラ島南端に位置し､インドネシアでも大きなコーヒー産地の一つであ
る｡熱帯湿潤気候にあり､一年を通して高温多湿で雨季に降雨が集中している｡このよう

な気象条件から､この地域の農業は､.土壌有機物の分解速度が速いこと､土壌侵食や流出

土粒子による被害が大きいことく土壌栄養分の溶脱が高いなどの多くの問題を抱えている｡

さらに､生産量増加の必要性から､農地にかかる負担が高まり､集約的農業が適用される

ようになった｡このような現象はコーヒー園でも見られ､コーヒー樹の下草を完全に除草

する技術がコーヒー園の管理に普及している｡さらに､この二十年間に森林がコーヒー園

に変化し､森林の荒廃が重要な問題となってきている｡このような土地利用の変化が土壌

侵食や土壌環境にどのような影響を与えるのかを推定する必要がある｡

こ甲ような背景から､西ランボンのサンバルジャヤで幾つかの実験を実施した｡サンバ

ルジャヤはランボンのコーヒー生産の中心地であり､標高600～900mのランボン西部の山

岳地帯にある｡土壌侵食の地球規模的観点から､1999年の1月から11月まで各種の土地

利用からの土壌侵食量を圃場スケールで測定した｡土壌侵食量を計測するために､管径

10.9cmのPVCパイプを用いた簡単な装置を考案した｡実験結果より混作コーヒー園から

の土壌侵食量が最も大きく(719･7g/m2)､ニ次林からの侵食量が最も小さい(0.0軸/cm2)｡

完全除草したコーヒー固からの土壌侵食量は93.4･279.7g/cm2であるが､多階層型コーヒー

園では侵食量が最も少ない(2.3g/m2)｡混作型コーヒー固からの土壌侵食量が最も大きいが､

その下流に自然発生した草生帯が侵食土砂の99.7%を捕捉している｡草地や斜面長(3m)の
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短い潅木帯の植生フィルター帯はそれぞれ93.5%､99.7%の侵食土壌を捕捉したが､斜面長

(12m)が長い輝木フィルター帯ではその斜面内で流れが集中するため侵食土砂の52.5%し

か捕捉できなかった｡.各土地利用システムにおいて地表の植生被覆条件と農家の営農活動

(除草､耕起､施肥)が他の要因よりも土壌侵食を増大させる原因となっていた｡

1995年から1999年にかけて､東経10501′､南緯4034′､海抜780mのサンバルジ

ャヤ地区でプロット規模の土壌侵食実験を行った｡幅5m､長さ20m､斜面勾配15度の斜

面を持つ3個の試験区を設定した｡試験区の構成は以下の通りである｡地表面の雑草を完

全に除草したコーヒー試験区､この地域で被覆植物としてよく用いられるパスパルムと呼

ばれる雑草を用いて地表面を被覆したコーヒー試験区､自然植生の雑草で地表面を被覆し

たコーヒT試験区である｡雑草の管理は2週間に1回の頻度で行い､完全除草区では全て

の雑草を除去し､雑草区ではコーヒー樹の周り半径1m範囲の雑草を除去した｡

観測期間中の最大目雨量は82mm､最大10分降雨強度は_120mm瓜で､降雨の14･2%の

みが土壌侵食の限界降雨強度とされている25mm瓜より上回っていた｡USLE式中の降雨

指数(R)と日雨量(Ⅹ)の間にはR=1.624∝･10.9)(R:日単位の降雨指数m2･t･ha.1･h･1､

Ⅹ:日雨量mm/day)である｡完全除草区の流出率は7.0～15.9%であったが､コーヒー樹

冠の発達によって2年目以降の流出率か減少した｡パスパルムで地表面を被覆することに

よづて流出を抑制し3年目以降では流出率が0%まで減少し､自然雑草によって被覆した試

験区では4年目以降で流出率が0%まで減少した｡実験2年目の完全除草区で土壌侵食量が

最も大きくなり22.7t瓜aに達した｡被覆植物を導入すると侵食量が著しく減少し､パスパ

ルム区は3年目以降↓自然雑草区では4年目以降に土壌侵食量がゼロとなった｡完全除草

区の平均土壌侵食量は土壌の厚さに換算すると1.17mm/年となり､この値はインドネシア

の土壌生成速度を下回っていた｡

パスパルムで地表面を被覆した試験区の土壌の物理性が最も良好な状態が達成された｡

パスパルム区と自然雑草区の有機物炭素量の平均値はそれぞれ32g肱gと27g肱gで､完全

除草区の20g肱gより大きな値を示した｡パスパルム区では土壌を黒色化する根群が発達し

ていることや土壌の乾湿を繰り返すことによって､表層土壌の層位の境界が明確になって

いた｡さらに､パスパルム区の土壌は団粒化指数が大きいだけではなく､ペネトロメータ

ーの測定値から団粒の安定性が大きいことが示された｡また､パスパルム区では土壌の表

層に厚さ2cmの硬い層が発生し､乾期に表層からの水分移動を妨げていた｡間隙率が最も

大きかったのはパスパルム区(0.64m3m･3)で､引き続いて自然雑草区(0.62m3m･3)､完全

除草区(0.60mさm･3)の順であった｡しかしながら､有効水分量の平均値はパスパルム区と

自然雑草区では大きな違いはなく-､▲完全除草区より0.015m$灯3程度の大きな値を示した｡

土壌の透水性は試験区ごとに大きく変化し､パスパルム区表層の透水係数の変動が大きい｡

実験開始後4年経過すると､各試験区とも表層土壌が厚くなり土色もより濃くなってい

た｡表層土壌の化学性のうち特にpH､有機物炭素量､全窒素量､有効態燐､交換性塩基､

塩基飽和度が増大した｡一方､表虐土壌の交換性アルミニウムとアルミニウム飽和度は減
少していた｡4年間の実験期間中に幾つかの土壌化学性が変化しているが､Soil恥ⅩOnOmy

分類で■3試験区の土壌の亜群が変化するには至っていなかった｡亜群の分類では､全ての

試験区が伽お伽加卸由として分類されたが､自然発生した雑草で土壌表面を長顛間

被覆すれば､下層の土壌の交換性塩基と塩基飽和度が増大し､Soil恥ⅩOnOmy分類の大群

で伽お顔加J卸ぉから血加(かおに変化する可能性を示した｡



′土壌侵食量の予測式であるUSLE式を適用して､各試験区の作物管理係数C値を評価

した｡C値を推定する方法として次の2つの方法を用いた｡(1)条件の類似した他の作物の

作物管理係琴を用いる方法(Ct)､(2)新しく提案した等価C値の推定法に既知のC値を適

用して求める方法(Ce)｡その結果､Ctで土壌侵食量を予測すると実測値の6.7～17.0倍

に､Ce値を用いると7.5～58.8倍の数値を示した｡C七倍を用いて予測したパスパルム区

と自然雑草区の土壌侵食量はそれぞれ5.9t瓜aケearと10.2t瓜aケearで､許容土壌侵食量を

下回り､インドネシアにおける他の実測値が数百t瓜a専earであるのと比較すると極めて低

い数値であった｡今回の実験で鱒､C値の実測値は､完全除草区が0.062､パスパルム区が

0.008､自然雑草区が0.0053で､インドネシアのコーヒー園で一般的に用いられるC値(0.2)

より低い値であった｡この実験で得られたコーヒーの作物係数Cb値と雑草の影響を考慮し

たサブファクターCs値を用いれば､雑草による異なった被覆率下でのコーヒー園の作物管

理係数Ccを､Cc=Cb･Csの式で評価することができる｡

審 査 結 果 の 要 旨

近年､南スマトラ･ランボンの丘陵傾斜地でコーヒープランテーションが

急激に拡大し､土壌侵食や土壌劣化を引き起こしている｡本論文では､コー

ヒー･プランテーションにおける土壌保全技術の確立を目的として､土壌面

に雑草植生を人為的に導入する試験区を設け､このような草生マルチが土壌

侵食量､土壌の理化学的特性に与える影響について実験的に検証した｡研究

内容は下記の二つに大別される｡

Ⅰ.各種の土地利用からの土壌侵食量を圃場スケールで測定した｡その結束､
混作コーヒー固からの土壌侵食量が最も大きく(719.7g血2)､二次林からの侵

食量が最も小さい(0.08g/cm2)ことが明らかになった｡完全除草したコーヒ

ー固からの土壌侵食量は93.4-279.7g/cm2であるが､多階層空間利用型(重文
の異なる複数の作物をコーヒー園に混作する)のコーヒー園では侵食量が最

も少ない(2.3g血2)｡混作型コーセー固からの土壌侵食量が最も大きいが､その

下流に自然発生した植生帯が侵食土砂の99.7%を捕捉し､土壌の流失を防止

する効果が極めて高いことを明らかにした｡草地や斜面長(3m)の短い潅木の

植生帯はそれぞれ93.5%､99.7%の侵食土壌を捕捉したが､斜面長(12m)が長い

潅木の植生帯ではそ■の斜面内で流れが集中するため侵食土砂の52.5%しか捕

捉できなかった｡どの土地利用システムにおいても､地表の植生被覆条件と

営農活動(除草､耕起､施肥)が他の要因よりも土壌侵食を増大させる効果

が大きいことを明らかにした｡

鱒.サンバルジャヤ地区で幅5m､長さ20m､勾配15度り斜面を持つ3種類

の試験区を設定しプロット規模の土壌侵食実験を行った｡試験区の構成は､

①地表面の雑草を完全に除草したコーヒー試験区(以下､完全除草区)､②こ

の地域で被覆植物としてよく用いられるパスパルムと呼ばれる雑草を用いて
地表面を被覆したコーヒー試験区.(以下､パスパルム区)､③自然植生の雑草

で地表面を被覆したコーヒー試験区である(以下､自然雑草区)｡この実験で
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下記のような研究成果が得られた｡

(1)完全除草区の流出率(=表面流出量/降雨量)は7.0～15.9%であったが､

コーヒー樹冠の発達によって2年目以降の流出率が減少した｡パスパルム

で地表面を被覆することによって流出を抑制し3年目以蔭では流出率が
0%まで減少し､自然雑草によって被覆した試験区では4年目以降で流出率

が0%まで減少した｡.このよ■う`に､圃場面の植生は表面流出の抑制効呆が

大きいことを明らかにした｡

(2)実験2年目~の完全除草区で土壌侵食量が最も大きくなり22.7仙aに達した｡

被覆植物を導入すると侵食量が著しく減少し､パスパルム区は3年目以降､

自然雑草区では4年目以降に土壌侵食量がゼロとなった｡このように､圃

場面の植生は土壌侵食の抑制効果が大きいことを明らかにした｡_

(3)パスパルムで地表面を被覆した試験区の土壌の物理性が最も良好な状態

を示した｡パスパルム区と自然雑草区の有機物炭素量は完全除草区より大

きな値を示した｡パスパルム区の土壌は団粒化指数が大きいだけではな

く､ペネトロメーターの測定値から団粒の安定性が大きいことが示され

た｡間隙率および有効水分量は､パスパルム区と自然雑草区が完全除草区

より大きな値を示した｡

(4)実験開始後4年経過すると､各試験区とも表層土壌が厚くなり土色もより
濃くなっていた｡表層土壌の化学性のうち特にpH､有機物炭素量､全室

素量､有効態燐､交換性塩基､塩基飽和度が増大した｡一方､表層土壌の

交換性アルミニウムとアルミニウム飽和度は減少していた｡

(5)4年間の実験期間中に幾つかの土壌化学性が変化したが､SoilThxonomy

･分類で3試験区の土壌の亜群が変化するには至っていなかった｡亜群の分
類では､全ての試験区がVtrticDystrddeptsとして分類されたが､自然発生

した雑草で土壌表面を長期間被覆すれば､下層の土壌の交換性塩基と塩基

飽和度が増大し､SoilThxonomy分類の大群でVtrtic Dystrudeptsから

Eutrudptsに変化する可能性を示した｡

(6)土壌侵食量の予測式であるUSLE式を適用して､各試験区の作物管理係

数C値を評価した｡C値の実測値は､完全除草区が0.062､パスパルム区

が0.008､自然雑草区が0.0053で､インドネシアのコーヒー園で一般的に

用いられるC値(0.2)と比較して低い値であった｡

(7)この実験で得られたコーヒーの作物係数Cb値と雑草の効果を考慮したサ

ブフナクターCs値を用いれば､雑草マルチ下でのコーヒ｣園の作物管理

係数CcをCc=Cb･Csの式で推定する手法を提案した｡

本論文は､コーヒー･プランテーションの新たな土壌保全技術を提案し､

その効果と問題点を検証した｡以上の研東成果は熱帯モンスーン気候下にお
ける持続的なプランテナション農業生産に有用な情報を多く提供し､その発

展に大きく寄与するものと判断した｡故に,審査委員全員一致で本論女が岐
阜大学連合農学研究科の学位論文として十分価値あるものとして認めた｡



学位論文の基礎となる学術論文は以下の通りである｡

1)SedimentⅥeldfromV如iousLandUsePracticesinaHilly取opicalゝ Areaof

LamPungRegion,SouthSumatra,Indonesia

Afandi,BustomiRosadi,Maryanto,Nurarifani,Muhqiir Utomo,Masateru

Senge,andTbdashiAdachi

JournalofJ叩aneSeSocietyofSoilPhysics,91号,25～38貢(2002年)

2)SoilErosionunderCo飴eTtees_withDi銑汀entWtedManagementSinHumid

一取opicalHi11yAreaofLampung,SouthSumatra,Indonesia

A払ndi,Tumiar･KatarinaManik,BustomiRosadi,Muh毎irUtomo,Masateru

Senge,ThdashiAdachi,andⅥ)koOki

JournalofJapaneSeSocietydfSoilPhysics,91号,,3～14貢'(2002年)

3)Sdi.1PhysicalPropertiesunderCo飴eTIeeswithDi飴rentW由d ManagementS
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Afandi,Tbmiar Katarina Manik,BustomiRosadi,Muhqiir Utomo,Masaterh

Senge,ThdashiAdachi,andYbkoOki

JournalofJapaneSeSocietyofSoilPhysics,92号,3～16貢(2003年)

4)AnEvaluationofCo飴eCropFactorunderDiffbrentVhed
-ManagementsUsing

USLEMethodinHillyHumidTIopicalAreaof Lampung,SouthSumatra,

Indonesia

Afandi,TbmiarKatarinaManik,BustorniRosadi,MuhqjirLUtomo,Masateru
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PlantationwithDi飴rentW由dsManagementinaHillyAreaofLampung,South
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JournalofJapaneseSocietyofSoilPhy8ic岳,95号,55～62貢(2003年)

その他の既発表論文は7編である｡

1)Responseofl-StRatoonSugarcaneOnSevralⅥ11ageSystemandSiltPiton
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Indarto,Afandi,Sugiatno,andUtomo,M.

JpurnalofTropicalSoils(inIndonesian),ⅠⅠ巻,2号,62～67貢(1996年)

2)characterizationofKuripanSubwatershedsBandarLamPdngDistrict

Manik,K.E.S.,A払ndi,Yuwono,S.B.,andSusanto,S.

JourムalofTropicalSoils(inIndonesian),ⅠⅠ巻,2号,94～99貢(1996年)

3)RehabilitationofSomeSoilPhysicalPropertiesofUltisoIsbyMixing Tbpsoil,

Subsoil,andOrganicMatter

A払ndi,Widia8tuti,R.,andUtomo,M.

JournalofTropicalSoils(in'Indone8ia),ⅠⅠ巻,4号,83～88貢(1997年).
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4)soilCohpactioninanUplandSugarcanePlantationunderVおi6ussoil･Ti11age
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A払ndi,Indarto,Sugiatno,andUtomo,M.

JournalofTropicalSoils(inIndone5ian),ⅠⅠ巻,4号,89～94号(1997年)

5)soilEnzymaticActivitiesinaHillyCo飴ePlantationinLamPung Province,

SouthSumatra,Indone8iaunderPlantCovermanagement
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