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Methane dynamics in a temperate forest revealed by plot-scale and ecosystem-scale flux 

measurements 

（プロットスケールと生態系スケールのフラックス測定によって明らかになった温帯林

におけるメタン動態） 

京都大学農学研究科 森林水文学研究室 坂部綾香 

 

メタン（CH4）は強い温室効果を持っており、近年の濃度上昇が懸念されている。

そのため、放出源、吸収源を正確に把握し、その変動要因を明らかにする必要がある。

とりわけ、土壌の CH4の放出源、吸収源としての両面の役割を定量評価しなければなら

ない。湛水した嫌気的土壌では、CH4生成菌による CH4生成が、水分不飽和な酸化的土

壌では、CH4酸化菌による CH4酸化が起こるが、森林の大部分は酸化的土壌に成立して

いるため、森林土壌は一般的に、主要な CH4の吸収源と考えられてきた。しかし、アジ

アモンスーン気候の下では、多くの研究例のある欧米のような夏季に乾燥する気候とは

異なり、CH4生成菌・酸化菌の活性が高まる夏に多雨を迎え、流域内に CH4の放出源で

ある湿地が多く存在するため、森林地帯全体として見た場合に、CH4吸収源とは限らな

い可能性がある。 

森林生態系スケール（104~106 m2）でのガスの放出・吸収速度（フラックス）を測定

するには、微気象学的手法である渦相関法が主流となっている。この手法による観測は、

地球規模の気候予測の観点から、陸域生態系の寄与を評価する最小単位として重要と位

置づけられており、フラックス観測に関して国際的なネットワークが存在する。現在で

は、世界中の 650 以上のサイトで CO2フラックスの長期継続的な観測がこの渦相関法

によって展開されるようになってきた。しかし CH4に関しては、森林におけるその濃度

は低く変動も小さいため、渦相関法に必要な 10Hzという応答速度では、現行の CH4濃

度計によって十分な精度が得られない。そのため、森林で CH4フラックスが渦相関法に

よって測定された例はほとんど存在せず、観測例の少なさが森林における CH4 動態の

理解を妨げてきた。こうした測定上の問題点により、森林における CH4フラックスの測

定は、これまで、チャンバー法によって主に行われてきた。この手法は、場の条件ごと

のフラックスを測定できるため、フラックスの環境応答性のプロセス理解には確かに役

立つのであるが、プロットスケール（< 1m2 以内）を対象としており空間代表性に乏し

いため、アップスケールが困難という短所が存在する。以上のように、CH4フラックス

には、克服するべき観測評価の課題が残されていると言わざるを得ない。 

そこで本研究では、アジアモンスーン気候下の温帯林における CH4動態の理解を目

指すため、滋賀県南部のヒノキ人工林（桐生水文試験地: 35°N, 136°E）において、森林

における微量な生態系スケールの CH4 フラックスの微気象学的測定システム、すなわ

ち、簡易渦集積法（Relaxed eddy accumulation method, REA法）とレーザ式 CH4濃度計を

用いた測定システムの開発に取り組んだ。さらに、同様のレーザ式 CH4濃度計を駆使し
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て、同時にプロットスケールの CH4フラックス観測も行った。地球温暖化防止に向けた

陸域生態系の管理を実現するには、これらの異なるスケールの観測を統合する必要があ

ると考えたからである。また、CH4フラックスと同時に CO2フラックスを測定すること

で、ガス拡散性、微生物活性の観点から、複雑な CH4フラックスの理解を助けた。 

第 2章では、流域の大部分を占める水分不飽和な林床土壌と、面積的には限られて

いるが CH4放出量の大きな湿地を含めて、流域内の CH4フラックスの時空間変動性を

評価することを目的とした。観測はマニュアルチャンバーによって行い、林床と湿地そ

れぞれで、2 年間、2 週間ごとの観測を継続するとともに、数多くの地点での集中観測

を随時実施した。湿地では CH4放出が、林床では CH4吸収が観測されたが、湿地におけ

る CH4フラックスは、林床に比べて量的に大きく、また空間変動性が大きかった。した

がって、森林における CH4 収支を評価する際に、湿地を考慮に入れることは重要であ

る。また、桐生水文試験地における CH4フラックスの空間変動性は、北アメリカやヨー

ロッパの湿地や林床における CH4 フラックスに比べて、放出側にも吸収側にも大きか

った。湿地では、夏から秋の降雨後に突出して大きな CH4放出のホットスポットが存在

した。水分不飽和な林床土壌では、CH4フラックスの季節変化は、単純に温度の変化に

制御されるのではなく、いくつかの測定点で、春に大きな CH4吸収量が観測され、夏の

降雨によって急激に吸収量が減少した。春は比較的土壌が乾燥しているのに対し、秋に

は集中的な降雨によって還元的な土壌環境が形成されるため、このような CH4 フラッ

クスの季節変化が観測されたのであろう。湿地における CH4放出は、林床での CH4吸

収に比べ、時間変動性も大きいので、生態系スケールの CH4フラックスの季節変化によ

り大きな影響を及ぼしていると推定される。第 2章の結果からは、水分不飽和な林床や、

湿地のようなコンパートメントごとの CH4 動態を調べることが、アジアモンスーン気

候下の森林における CH4動態を理解するのに必要であることが示唆された。 

第 3 章では、水分不飽和な林床土壌において、自動チャンバー測定による 30 分ご

とという高時間分解能での CH4 フラックスの環境応答性を調べた。降雨によって土壌

の酸化還元状態が変化するため、CH4フラックスは降雨に敏感に反応すると考えられる。

特にアジアモンスーン気候下の温帯林では、夏に多雨を迎えるため、降雨応答性の評価

が重要であり、そのためには自動連続観測が有効である。2009年夏の降雨後、土壌含水

率が低下し、地温が上昇するにつれて CH4吸収は増加した。そして、2009年 10月の台

風による集中的な降雨によって CH4吸収は著しく減少した。その後、冬に向かって気温

が低下するにつれて CH4吸収はさらに減少した。2010 年春には、土壌含水率が低く、

地温が上昇するにつれて CH4吸収は増加した。そして、2010年梅雨後に、CH4吸収は急

激に減少し、その後、土壌含水率が低下するにつれて CH4吸収が再び増加し、乾燥した

夏に最大となった。こういった詳細な季節変化の様子は、第 2章のような 2週間ごとの

フラックス測定では、検出できなかったものである。 

CH4フラックスと地温の関係は、CO2フラックスと地温の関係よりも、特に高温域



3 

 

でばらつきが大きかった。なぜなら、CH4 フラックスは土壌含水率の影響を強く受け、

高温で CH4生成菌の活性が増加するためと考えられた。興味深いことに、CH4吸収フラ

ックスと地温や土壌含水率との関係は、土壌含水率、表層の有機物量といった土壌の物

理性によって異なった。すなわち、地下水帯が存在するプロットで、CH4吸収は小さか

った。このプロットの土壌含水率が高かった観測結果、及び、このプロットの土壌を嫌

気的条件下で培養した結果、CH4生成能力が著しく高かった実験結果から、土壌表面は

水分不飽和であっても地中に嫌気的なマイクロサイトが存在し、CH4生成が起こってい

るメカニズムが推定された。土壌含水率の低いプロットでは、土壌表層に厚い有機物層

を持つプロットで CH4吸収は大きく、有機物層のないプロットでは CH4吸収は小さか

った。CH4吸収が小さいプロットでは、CO2放出も小さかったことから、微生物活性が

低いために、CH4吸収も小さかったと考えられた。 

CH4と CO2フラックスの降雨応答性もまた、土壌の物理性によって異なった。有機

物層の厚いプロットでは、降雨強度がピークに達したときに、CH4吸収と CO2放出が同

時に弱まった。この両フラックスの減少は、総降雨量が多いほど大きかった。降雨後、

CO2放出はすぐに回復したのに対し、CH4吸収は遅れて回復した。雨滴によってガス拡

散が抑制されたことに加えて、CH4フラックスは、CH4生成菌と酸化菌の活性のバラン

スが変化したためと考えられる。各プロットの土壌を用いた嫌気的条件下での培養実験

を行ったところ、培養開始 2 日目から全プロットで CH4生成が確認された結果が得ら

れたことから、降雨直後に CH4生成が起こった可能性が考えられた。有機物層のないプ

ロットでは、CH4吸収と CO2放出は、降雨期間中に同時に減少し、降雨後、ほぼ同じタ

イミングで回復した。その結果から、このプロットでは、ガス拡散性がフラックスを決

めていると考えられた。また、注目すべきことに、通常時に CH4吸収の小さなプロット

では、降雨後に CH4フラックスが中立になるかわずかな放出に転じるのが検出された。

この降雨後の微妙な変化は、連続測定でないと捉えられないものである。また、CH4吸

収源から放出源への切り替わりは、生態系スケールにアップスケールした際に影響する

可能性もあるため、特にアジアモンスーン気候下では、これらの CH4フラックスの降雨

応答性を考慮に入れることが重要である。結論として、アジアモンスーン気候下に一般

的な夏季の降雨は、CH4フラックスの季節変化に強い影響を及ぼすとともに、プロット

間のフラックスの環境応答性の違いは、年間の CH4 収支にも大きな変動性をもたらす

ことがわかった。また、CO2フラックスを同時に測定することにより、複雑な CH4フラ

ックスの変動を決めるコントロール要因について考える際に、有益な情報が提供された。

このように、第 3章では、CO2フラックスとは異なる CH4フラックス特有の環境応答性

が明らかになった。 

第 4章では、微量ゆえにこれまで観測が困難であった、森林における生態系スケー

ルの CH4フラックスの測定に向けて、REA 法によるフラックス測定システムの開発に

取り組んだ。ここで実施した REA 法による観測方法を説明する。まず、気象観測タワ
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ー上に設置された超音波風速計の三次元風速のデータから得られる鉛直風速の向きに

従って、鉛直風速上向き時と下向き時それぞれの空気が分離されて別々のバッグにサン

プルされる。30 分間サンプルされた後、各バッグの空気が濃度計へと導かれ濃度が計

測される。空気の流れは、データロガーを用いて電磁弁とポンプを制御することによっ

て切り替わる。こうして得られた各バッグ間の濃度差と鉛直風速の標準偏差、実験係数

b を掛け合わせることで、REA 法によるフラックスが得られるわけである。この REA

法の利点は、風速の変化を渦相関法と同様の 10Hzで捉える一方で、CH4濃度の測定は

サンプル後、時間をかけて行えること、レーザ式 CH4濃度計の精度が、最適なシグナル

積算時間を選択することで向上するということである。また、CH4 濃度計の応答性は、

CH4濃度計内部のセル内の空気を入れ替える速度に依存するため、応答速度を高めるに

は大きな流量が必要となる。しかし、流量が大きくなると測定セル内の圧力の変動を引

き起こし、測定誤差につながる。高い応答性を必要としない REA 法は、小さな流量で

測定を行えることから、測定誤差を最小限にとどめることができることも重要な長所と

なっている。 

第 4 章における REA法開発においては、この方法によるフラックス計算式中の実

験係数 bの不確実性に関する検証に焦点が当てられた。実験係数 bは、渦相関法によっ

て最も精度良く測定される顕熱フラックスを用いて、その特性が検討されてきた。多く

の場合、実験係数 bは観測期間を通して一定値が用いられるが、大気安定度に依存する

ことが知られている。そこで、本章では、気候帯、森林タイプの異なる 3つの東アジア

の森林サイトで得られた 1年間の顕熱フラックスデータから得られた実験係数 b（bobs）

を用いて、その一定性について検討した。3つのサイトは、温帯の常緑針葉樹、熱帯の

常緑広葉樹、冷温帯の落葉針葉樹である。なお、ここでの常緑針葉樹林は、他の章で観

測対象としている桐生水文試験地のヒノキ人工林である。また検証においては、bobsの

性質を明らかにするために、乱流強度特性を使ったスカラー相似性に基づいて計算上の

b（bsimilarity）を新たに導入した。bobsも bsimilarityも、大気安定条件下で、大気安定度が増す

につれて増加した。そして、安定条件下での bobsの値は、サイト間で有意に異なってい

た。bobsも bsimilarityも、大気安定条件下や鉛直風速の標準偏差の小さくなる風の弱い時に

増加した。これはおそらく、大きな渦の動きによる寄与が小さいためと考えられる。そ

のような、風の弱い状態は、主に夜間に生じる。その結果、REA法のフラックス計算に

もし一定の実験係数 b が用いられた場合、REA 法によるフラックスは、夜間に過小評

価されやすいということが分かった。結論として、実験係数 bが大気安定度に依存して

変化することが明らかになったため、REA 法によるフラックスの誤差を最小限にする

には、実験係数 bを大気安定時と不安定時でそれぞれ、またサイトごとに算出すること

を推奨した。 

第 5章では、CH4濃度の空間変動性が大きい森林でこそ、生態系スケールの CH4フ

ラックス測定が必要であるにもかかわらず、渦相関法の適用が困難なため、生態系スケ
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ールの CH4フラックスが測定された例がほとんどなかったことに鑑み、REA 法とレー

ザ式 CH4 計を組み合わせる手法を桐生水文試験地のヒノキ人工林に適用して、生態系

スケールの CH4フラックスが測定可能であることを示した。ここでは、REA システム

の検証として、REA法による CO2フラックスを渦相関法による CO2フラックスと比較

し、両者が良く一致することを確認した。また、REAシステムの上下のバッグに同じ空

気をサンプルし、その時のフラックスを REA システムの検出限界として評価した。検

出限界と観測値は、特に冬季に近い値であったが、検出限界以上の CH4フラックスの変

動が観測された。 

この観測によって、森林が生態系スケールで、CH4放出源、CH4吸収源として、数

時間単位で、日単位で、そして季節ごとに複雑に切り替わる様子が明らかになった。夏

から秋にかけて CH4放出が観測され、集中的な降雨があった 10月に CH4放出のピーク

が観測された。この切り替わりは、湿地からの CH4放出の増加、水分不飽和な林床にお

ける CH4吸収の減少、あるいは土壌水分量の高い林床土壌が CH4吸収源から CH4放出

源に転じた結果により生じたと考えられた。また、冬季に気温が低下するにつれて CH4

フラックスは小さくなったが、これは、低温で CH4生成菌も酸化菌も活性が低下したた

めと推定された。春には CH4吸収に転じ、数日間無降雨が続き、土壌含水率が低下した

6月に、最大の CH4吸収が観測された。CH4酸化菌は CH4生成菌に比べて低温域を好む

ことから、春先のまだ CH4生成菌が活性化していない時期に CH4酸化菌が活性化する

ことで大きな CH4 吸収が観測されたと考えられた。その後、夏の集中的な降雨により

CH4吸収は弱まり、放出に転じた。CH4フラックスの季節変化は風向によって変化しな

かったことから、CH4フラックスの季節変化は、風向によるものではなく、環境変動に

伴う CH4生成菌と CH4酸化菌の活性のバランスの変化によるものだと推定された。ま

た、数時間単位、数日単位で、CH4フラックスは、降雨に敏感に反応し、降雨後に CH4

放出の増加、吸収の減少、吸収から放出へ切り替わる様子が観測された。以上のように、

第 5 章では、REA 法が森林における微量な生態系スケールの CH4フラックスを測定す

る手法として適用可能なことを示した。本研究によって、温帯林が生態系スケールで、

季節的に CH4の放出源となる場合も生じることが初めて示された。本研究によって、森

林生態系スケールの CH4 フラックスの定量評価が可能となり、湿地や水田といった他

の生態系スケールの CH4フラックスと比較することが可能となった。森林における CH4

フラックスの変動幅は、それらの CH4放出源に比べて小さいけれども、無視できる量で

はないことが明らかになった。 

また本研究により、森林においてプロットスケールと生態系スケールの CH4フラッ

クスを同時に比較して、議論できるようになった。本研究の観測研究の結果、アジアモ

ンスーン気候下の温帯林における CH4 フラックスは、プロットスケールでも生態系ス

ケールでも降雨の影響を顕著に受けていることが明らかになってきた。すなわち、プロ

ットスケールでは、湿地において夏から秋にかけて、降雨後に突発的に大きな CH4放出
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があった。また、水分不飽和な林床においては、降雨強度がピークを迎えたときに、急

速に CH4吸収が減少し、降雨後、CH4吸収は、すぐに回復しなかった。その結果、生態

系スケールの CH4フラックスは、降雨後、CH4放出の増加、CH4吸収の減少を示したと

考えられる。流域内の面積的に限られている湿地からの CH4放出が、生態系スケールの

CH4 フラックスに寄与していることが示唆された。さらに、水分不飽和な林床土壌で、

先行降雨の少ない春に大きな CH4吸収が観測された。生態系スケールでも、2010 年春

に、地温が上昇し、土壌含水率が低下したときに CH4吸収が観測された。チャンバー法

によるプロットスケールと REA法による生態系スケールの CH4フラックスを同時に測

定することで、本研究では、プロットスケールのプロセス理解から、生態系スケールの

CH4フラックスの変動要因について考察することが可能となった。本研究によって初め

て、両スケールで整合した森林における CH4動態が描き出された。そして、アジアモン

スーン気候下の森林は、流域内の湿地や水分不飽和な林床土壌で CH4 フラックスが地

温や土壌含水率に敏感に反応した結果、生態系スケールで季節的に CH4 の放出源とし

て働くことが示された。これらの結果は、全球の CH4吸収に森林生態系が果たす役割を

考える上でも重要なことと考えられる。 




