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1.1 森林生態系の CO2 吸収能評価の必要性とその困難性  

 産業革命以降、人類は急速な人口増加と産業化によって地球規模で環境に対

して大きな負荷をかけてきた。このことは２０世紀後半の観測技術の進歩によ

って徐々に明らかになってきており、大気中の CO2 濃度の上昇やオゾンホール

の拡大といった決定的な観測事実によって確認されてきた。これらの人類の活

動による環境負荷は環境汚染や気候変動といった形で地球の状態そのものを変

化させている可能性があるため,この負荷の把握とその軽減方法、および人類以

外の活動を含めた生物圏のもっている環境形成機能の評価とその管理手法の提

言が求められている。  

地球環境の維持についての議論を行う場合、当然のことであるが人間活動に

対比するものとして、自然はいったいどのような活動を行っているのかという

ことが問題となる。地球上を覆う自然環境のなかで生物活動が関与する部分は

通常、「生態系  (Ecosystem)」と名付けられる「動的に結合された生物群集と

無機的環境から成る物質系（沼田ら、1974）」によって形成されていると考え

られる。生態系は大きく陸域生態系と水界生態系に分けられ、地球上に存在す

る全ての生き物はこれらのシステムの中にある食物連鎖やエネルギー配分のな

かで生活を営んでいる(図 1-1、(Solomon, et al. 2007),IPCC,2007)。陸域生態

系の中で最も複雑でまた大規模な物質循環システムが森林生態系であると考え

られており、その営みを人間にとっての機能ととらえた場合に森林は、①多様

な生物を保全する機能、②CO2 吸収も含めた環境保全機能、③物質の生産機能、

④文化・保健機能、などの機能を持っている（日本学術会議,2001）。本来、陸

域生態系自身は従属生物である人間を含んだ巨大なシステムであり人間活動と

独立して存在しているわけではない、またそれぞれの機能と呼ばれるものも、

人間にとっての機能に限定して個々に並べるとそのような機能があり得るであ

ろうという程度のものであり、またそれぞれの機能はたがいに関係し合ってい

るため単独で評価することは困難である。  

また地球温暖化に代表される大規模な環境変動に大きく寄与していると考

えられる、CO2 と陸域生態系の関係に問題を絞った場合でも、個々の森林生態

系の CO2 吸収能の成り立ちは、日射、温度などの環境条件とともに樹種、群落  
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構造、歴史性などといった生態系自身の条件の絡み合いが関係するため、それ

ぞれの森林のもつ CO2 吸収能の違いの原因の解明は十分に成功しているとは

いえない。つまり、個別の森林生態系の CO2 吸収評価をタワーフラックス観測

等で行う場合において、吸収量そのものは測定できても、その違いを引き起こ

す原因として、種間競争や従属栄養生物活動などの定量評価が困難な項目や、

さらにそれらの相互作用が存在しているため、吸収量の規定要因の抽出や将来

予測などは本来的な困難性を含んでいる。これを突き詰めると、森林の CO2 吸

収量は、森林群落の炭素循環に関わる様々な生物活動の総体であるため、その

定量のためには森林生態系内の全ての生物の活動を網羅的に測定しなければな

らない、という命題が発生してしまい、森林の炭素収支の定量化のためには、

生態系内のすべての項目をあらゆる時空間スケールで測定する必要があるとい

うジレンマが発生する。  

この問題に対する具体的な対策として、①個々の森林生態系群落では、手法

の統一が行いやすいタワーフラックス観測事例を増やして（2013 年時点で世界

全体では 400 本以上あると思われる）相互比較を行いつつ、土壌呼吸などの群

落内部での CO2 の放出（吸収）量をなるべく数多く測定する。②広域評価にお

いては、フラックスサイトを基準として衛星データなどで上空から広域測定可

能な葉の状態などと CO2 交換量の関係を関数化し、フラックス観測サイト以外

を広域情報で内挿する、という方向性での取り組みが多く行われている。フラ

ックス観測サイトを増やし続けることができない以上、このような方向性は必

要であり、また今後も一定の成果をあげ続けていくと考えられる。とはいえ、

IPCC AR4 段階では、「陸域生態系の CO2 吸収量は、その空間分布変動の大き

さと比較すると観測点があまりにも少ないために測定情報をアップスケールし

て全陸域 CO2 吸収量を推定するのは妥当ではない」ため「陸域生態系の CO2

吸収量は大気－海域－人為起源 CO2 収支の差から算出する」（表 1-1）と記述さ

れており、特に森林のフィールドベース情報のアップスケーリングは地球規模

の CO2 吸収量評価手法としてはいまだ十分な情報を提供しているとは言えな

い。 

現在、日本を含む全世界でこれらの状況に対するさまざまな改善の試みが成

されており、光合成や葉量の指数である NDVI(Normalized Difference 
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Vegetation Index,植生指数)のような上空から観察な可能な情報に関しては、広

域情報の高精度化に向けて一定の成果を上げている。しかし、土壌呼吸や枯死

木からの CO2 放出に代表される、｢上空から見る｣ことのできない樹冠下での生

物活動が大きく関わる呼吸現象は広域情報自体が限られてしまう。そのため、

光合成（GPP）、純一次生産量（NPP）と比較すると、林床面での有機物分解

現象が大きく関与する正味の生態系生産量（NEP）の推定は現在も、その高精

度化や広域化に関して多くの問題を抱えている。 

また個別の森林生態系における NEP（=-NEE）の推定に目を向けてみると、

1990 年代後半に複雑地形上のタワーフラックスにおける夜間呼吸量の過小評

価が大きな問題となり(Baldocchi, et al. 1997; Black, et al. 1996; Goulden, et 

al. 1996; Ruimy, et al. 1995; Wofsy, et al. 1993) 、2000 年代前半には、ゆる

やかで単純な斜面であっても安定状態にある夜間のフラックス測定は貯留変動

量測定を併用しても困難であることが鉛直一次元仮定の下には了解事項となっ

たといえる。  

その後 Gorsel et al .(2006)などによる夜間移流推定の試みや、カルマンフィ

ルター等を使った夜間呼吸量の推定の試み(e.g. Williams et al., 2005) などが

行われたが、いずれも用いることが可能な地形が平坦な場合のみに制限される

など決定的な手法とはならなかった。そのため、現段階ではまさつ速度（u*）

をもちいた u*フィルター(3.1.3 参照) により、比較的輸送が十分に行われてい

るときの情報を用いて、測定がうまくいっていないときの呼吸量を補完すると

いう手法が一般的に用いられている。しかし、この方法は乱流変動法測定を行

う超音波風速計のセンサー空間内の運動量輸送量から夜間の輸送状態を推定す

るものであり、極言すると「風がたくさん吹いている夜のデータを信頼する」

という程度のものにすぎず、風が吹いているからといってその事実だけで移流

が発生していないということを意味するわけではない。そのため、しきい値の

一般性には多くの疑問が残る。また、タワー観測による NEE の持つ意味を評

価するうえで、群落バイオマスの情報や付帯した群落内の様々な要素の CO2 交

換量が必要となってきたが、これらの情報は多大な労力や技術が必要となる場

合が多い。さらに群落構造の変動のような長期的な情報の必要性が生じた場合

であっても、過去に戻って測定を行うことはできないため、森林群落の NEP
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を精度よく求め、かつその NEP がなぜその値を持ったのかがわかるためには

多面的な測定と膨大な労力を要するのが現状である。  

 

1.2 森林の CO2 吸収量（NEE,NEP）の複数の手法比較の必要性  

森林微気象学（Forest MicroMeterology）はその目的の一つとして、森林群

落内に微気象観測用のタワーを設置し、輸送をつかさどる風速と輸送される物

質や熱などの測定によって物質や熱などの輸送量（Flux）を測定し、森林の機

能を評価することがある。1980 年代まで、これらの測定は主に水蒸気（潜熱）

と熱（顕熱）の輸送を測定し、森林の蒸発散機能や熱収支に着目する研究が多

く見られた。これらの研究における気象測定による Flux の精度評価について

は、年間の総蒸発散量などは降水量から森林群落からの水流出量を引くことに

よって推定し、また時々刻々の潜熱と顕熱の和は放射収支によってある程度推

定可能である。そのため、フラックス観測求めた顕熱、潜熱、溜熱量を足し合

わせたエネルギーの総和が正味の放射量（放射収支）と合わない問題（インバ

ランス問題）などは発生したものの、独立した別の手法を用いた相互比較によ

って、各測定手法の精度確認を行うことが可能であり、個々のプロセスの評価

やその総合化に関して比較的高い整合性をもった評価が行われてきたと言える。 

1990 年台に入り、地球規模の環境変動に対する森林の機能評価の必要性の中

で CO2 などの温暖化ガスの吸収・放出過程の定量化の対する要求が非常に高ま

った。これに呼応する形で、乱流変動法の発達や、赤外線 CO2 濃度分析計を代

表とする応答性の高い、特定の大気中微量物質の濃度測定技術の進歩し、乱流

変動法を用いた大気中微量ガスの測定研究が急速に進化した。この手法は時間

や日単位オーダーでの短期間の変動から年を超える変動までを統一的に評価可

能であるというメリットを持ち、森林の CO2 吸収能と環境との相互作用を明ら

かにすることが可能である。しかし前述の森林の熱収支問題と比較すると乱流

変動法を用いた CO2 交換量測定では、測定された NEE 値が正しいかどうかを

比較検証する情報が簡単には手に入れられないという事情により、NEE 絶対値

の精度評価自体が十分には行われたとは言えず、現在においても推定された

NEE の信頼性に関しては多くの疑問が残っている。 

乱流変動法測定によって算出される森林－大気間の CO2 交換量（NEE）は森
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林群落内の葉・枝・幹・土壌などで交換される CO2 交換量の総和（NEP）であ

り、また結果として吸収（あるいは放出）された CO2 の炭素分に相当する有機

物が森林群落内で増減することになる（ΔC）。そのためタワー観測による NEE
と NEP およびΔC は系外への脱出などが卓越しない場合は原則的には一致す

ると考えられる。そこで、NEE の検証のために NEP やΔC を測定することが

妥当であると考えられる。しかし後者の２つの測定においても技術的な様々な

問題点を抱えているため、またその問題点を解決する必要がある。次章以降

NEE、NEP およびΔS の測定手法の概要とその問題点を挙げる。  

また NEP やΔS 測定における各値は NEE との比較という意味だけではなく、

森林群落の各部位での CO2 の交換や蓄積の特性を表しており、それらの値の収

支が対象とする森林の炭素循環過程そのものであるとも言える。そのため、精

度評価という面だけでなく、森林の炭素循環過程および CO2 吸収をめぐる森林

の機能の理解という面においても、NEE、NEP、ΔS の推定および比較の重要

性が存在していることを指摘しておく。  

 

1.3 森林の CO2 吸収量（NEE,NEP、ΔC）と、その測定手法  

1.3.1 森林の CO2 吸収過程の概要  

森林は主に樹木など植物の葉から光合成によって CO2 を吸収する。このと

きの CO2 吸収量を群落全体では森林の総光合成生産量（GPP：Gross Primary 

Production、総一次生産量）と呼ぶ。一方、これらの樹木も自身の活動のエネ

ルギーを得るための呼吸活動を行っており、光合成によって吸収された CO2 が

すべて樹体内に有機物として蓄積されるわけではない。樹木自身の呼吸による

CO2 放出量のことを植物呼吸量（Ra：Autotrophic Respiration）と呼び、森林

の総光合成生産量から植物呼吸量を差し引いたものが樹体内に蓄えられる有機

物量となり、これを森林の純一次生産量（NPP：Net Primary Production）と

呼ぶ。  

 

NPP=GPP-Ra                 (1-1) 
 

このようにして樹体に有機物として蓄えられた炭素が単純に森林に蓄積し
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ていくのであれば森林の CO2 吸収量＝NPP となり、その値の測定も植物の活

動に限ればよいので比較的評価しやすいが、森林生態系にはもう一つ分解系と

いう、いったん蓄積された有機物を分解して再び CO2 として大気に戻すシステ

ムがある。これが森林の CO2 吸収量の評価を難しいものにしている。森林生態

系内の樹木が吸収した CO2 は葉、枝、幹、根などの様々な構成要素に変換され

る。これらの中で葉や根の先端の細根などは数ヶ月から数年の寿命で樹体から

脱落して葉リターや枯死根として森林の林床面や土壌内に供給され、微生物や

ミミズ、虫などの分解者の餌となる。枝や幹などの大きな有機物においても寿

命は有限なので数十年から数百年の寿命を終えるか、樹病や台風などの攪乱が

発生して死ぬと枯死枝や枯死木となって森林土壌中に供給され、葉や細根と同

じように分解者に分解され、その多くは CO2 として再放出される。これらの非

常に多くの種類の有機物の分解に伴う CO2 放出を分解呼吸（Rh：Heterotrophic 

Respiration）とよび、NPP から Rh を引いたものを森林の純生産量（NEP：

Net Ecosystem Production）と呼ぶ。森林と大気間で行われる正味の CO2 交換

量（NEE : Net Ecosystem Exchange）は森林群落と外部との間の炭素の流入

や流出（移流）がないと仮定できる場合は NEP と同量になると考えられるが、

一般的に NEE においては大気側からのフラックスを想定するため NEE と

NEP は符号が逆になる（森林が CO2 を吸収している場合,NEP は正に NEE は

負の値をとる。）  

 

NEP=NPP-Rh＝GPP-Ra-Rh= -NEE          (1-2) 
 

Rh は森林の樹木がいったん蓄えた有機物を、そこに住む全ての従属生物が自

身の活動のためにエネルギーとして消費し、呼吸により放出する CO2 の量であ

る。これはいわば森林生態系に存在する、細菌類、菌類から大型の動物にいた

るまでの全ての生物の活動の結果ともいえる。そのためこの全量の測定には非

常な困難がともない、GPP や Ra と比較するとわかっていない部分の多い値で

あると言える。  

通常このような数値は群落ベースでは１年間で１ヘクタールあたり炭素換

算で何 t 吸収した（あるいは、放出した）という（tC ha-1 y-1）単位で記述さ
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れることが多く、また短期的には（mgCO2 m-2 s-1）や（μmol m-2 s-1）などが

用いられる、これらの数値は変数変換によって交換可能である。しかし後述の

チャンバー法においてはサンプリングした基質（木材や葉など）からの CO2 個

放出量を測定する場合は多く単位系は基質重量あたりの CO2 放出量（mgCO2 

kg-1 h-1）が用いられる場合が多い。この場合には前者との比較を行う場合には

対象とする面積内に対象となる基質がどれだけあるか（X kg ha-1 など）という

情報が必要となり、こちらの情報の精度が交換量の推定の大きな影響を与える

ために注意が必要である。  

一方、このようにして森林生態系内に CO2 が有機物の形で吸収（放出）され

るということは、森林内の炭素（C）が増加（減少）することであると考える

こともできる。  

 

NEP=ΔC                                      (1-3) 
 

この蓄積されていく炭素は、生きた植物内部に蓄積されるもの（ΔW）と森林

の土壌中に有機物の形で蓄積されるもの（ΔS）の２つに分けられる。  

 

ΔC＝ΔW＋ΔS                                 (1-4) 
 

ΔW は植物の生長量（NPP）そのものではなく、一部は枯死木、落葉、枯死根

などのリター（L）であり、それが土に貯まる炭素の源となる。  

 

ΔW＝NPP-L                                     (1-5) 
 

しかし土壌に供給された枯死有機物（L）もまたその多くが分解者によって再

び CO2 として放出される。  

 

ΔS＝L-Rh                                                         (1-6) 
 

通常、土壌への炭素蓄積速度(ΔS)は 1tC ha-1y-1 に届くことはないような小さ
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な値であるのに比べて、土壌炭素の蓄積量自体（S）は数十から数百 tC ha-1 と

大きく、直接的にΔS を測定することは困難であるが、Rh の推定が可能であれ

ばＬの蓄積速度から NEP を推定することが可能となる。  

 

ΔC=ΔW+ΔS=ΔW+L-Rh                                       (1-7) 
 

ここまでは森林内の生物活動による CO2 吸収や放出を考えてきたが、長期的

には森林では、山火事などによって森林に吸収された CO2 が外部に流出してし

まう場合(F)や、人為的な伐採(H)、があり、その場合は吸収された CO2 に相当

する炭素は森林内には貯まらないことになる。NEP にこのような生物活動以外

の攪乱影響を考慮に入れて、最終的に森林の内部に吸収される CO2 に相当する

量を算出した値を純生物圏生産量（NBP :Net Biome Production）と呼ぶ(図

1-2)。 

 

NBP=NEP-F-H                                         (1-8) 
 

光合成によって固定された CO2 が，GPP から NPP，NEP，NBP と進むにつれ

て，さまざまな過程を経て固定された CO2 が森林の外へ再び出て行くことが分

かる。そのためこの順に値が小さくなる傾向があり，1000 年以上の長期間、あ

るいは日本全体や全球などの広域を想定した場合 GPP に対して NBP は数％程

度まで小さくなると考えられている。森林の CO2 吸収はどこか特定の場所への

有機物の蓄積という現象ではなく、動的な炭素の流れ（Flux）やそれぞれのプ

ロセスにおける収支（炭素収支）が存在していて、結果的に炭素が蓄積する場

合があると考えた方が適当である。  

このように森林の CO2 吸収とは、光合成と呼吸による炭素の出入りによっ

て成り立っており、その結果として森林に炭素がたまっていくため、「CO2 の

出入り」もしくは「固定された炭素がたまっていく量」を測ることによって実

際に森林の CO2 吸収量を推定することができる。具体的な手法として、１）微

気象学的な手法、２）チャンバー法、３）蓄積炭素量による推定、の３つの方

法を本研究においては用いる。これらの方法は各々長所と短所があるため各方  
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法を組み合わせて森林の CO2 吸収量を推定することが好ましい。  

次に、NEE、NEP およびΔC の具体的な測定手法についての解説を行う。  

 

1.3.2 NEP の測定手法(1) 微気象学的な手法(NEE) 

森林の CO2 吸収量（NEP）を群落スケールの大気と生態系間の CO2 の交換

量であると考えた場合、森林群落内に気象観測タワーを設置して樹冠上部にお

いて交換量そのものを 30 分から 1 時間程度のインターバルで逐次的に測定す

る手法があり、通称タワーフラックスと呼ばれる。 この交換量は純生態系交換

量（NEE :Net Ecosystem Exchange）と呼ばれ大気側から見た吸収-放出であ

ると考えるため、NEE が負の値のとき生態系が炭素を吸収していることを示し，

NEP とは逆符号となる  

 

NEE=-NEP                                       (1-9) 
このような微気象学的な手法は，比較的短い時間インターバルで連続的に物質

の交換量を把握できる利点を持ち，Biometric 法では困難な「日」から「季節」

スケールでの生態系の環境応答が評価可能である。 測定は通常、超音波風速

計（Supersonic Anemometer–Thermometer : SAT）と赤外線 CO2 濃度分析計

（InfraRed Gas Analyzer : IRGA）を用いて、空気の動きとそれに連動した

CO2 濃度の変動から、鉛直方向への CO2 の交換量を算出する渦相関法が使用さ

れることが多い。問題点としては前述の夜間呼吸量の推定に加え、光合成や各々

の呼吸プロセスが混在した CO2 交換量全体が測定されるため、個別のプロセス

の量やそれぞれのプロセスの環境応答性の評価が困難であること、また 1 つの

森林に最低 1 基の非常に高価な気象観測タワーが必要であるため、複数の森林

の並行観測には多大な経費を要すること、などが挙げられる。  

 

1.3.3 NEP の測定手法 (2) バイオメトリック法、(ΔC) 

森林の植物によって吸収された CO2 は様々な有機物の形態をとって群落内

に蓄積される（C）。河川流出や土壌深層への浸透水の移動に伴う炭素の系外へ

の脱出や伐出などに伴う炭素移動が存在しないと仮定する吸収（あるいは放出）

された CO2 の量と、群落内の有機物中の炭素蓄積（C）の変動量（ΔC）は一
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致することになる（-NEE=NEP=ΔC）。群落炭素蓄積変動量（ΔC）は植物体

の蓄積量変動（ΔW）と土壌の蓄積変動量（ΔS）の和となる（ΔC=ΔW＋ΔS）。
そのうち植物の成長量（ΔW）は通常、群落内の樹木の代表的なサイズ（DBH :

胸高直径、H :樹高）の測定を継続的に行い、これとサンプリング（伐倒調査）

によって得られた DBH や H などと樹木の各部位のバイオマス量との関係から、

群落全体の植物体の炭素蓄積量を推定することによって算出する。この手法に

リタートラップなどを用いた枯死脱落量（ΔL）を加えることにより群落の NPP
推定が行われるが、枯死根や枯死木など測定が困難な項目があるため NPP の

長期的な精度保持には多くの問題が存在する。  

土壌炭素蓄積変動量（ΔS）は蓄積されている土壌炭素量（日本の土壌深 1m

までの平均値 188tC ha-1; Morisada et. al., 2004）と比較してΔS が非常に小

さく、また空間変動性が高いために連続的なサンプリングによるΔS の推定が

困難である。アメリカの平坦な森林においては長期の土壌炭素サンプリングに

よってΔS を求めた例があるが（Trretin et al., 1999)、場所による土壌炭素量

の差が大きい場合は、このような手法を用いるためには極端に長い測定期間が

必要とされ、現状では決定的な手法が存在しない。そのためΔS 以外のコンパ

ートメントを測定しておいて、それぞれの差し引きから推定したり（ e.g. 

Ohtsuka et al.et al., 2007）、熱帯や暖温帯においては分解が十分に速いと仮定

し、ΔS をゼロとみなす場合（Curtis et al.et al.,2002）などがある。  

 

1.3.4 NEP の測定手法(3) チャンバー法  

森林群落の NEP は多くの生物による同化－異化プロセスの総体であり、GPP
や Ra といった NEP を形成するプロセスはそれぞれ独自の環境応答を行い、ま

たそれぞれ同士が相互作用を持つと考えられる。そのため GPP や Ra、Rh など

を独立して測定する手法があれば、より正しい森林の炭素収支の理解につなが

る。そのために森林内の個別の場所（林床面や樹冠など）や要素（葉、根など）

における CO2 の交換量をそれぞれの場所や物に箱（チャンバー）をかぶせ（あ

るいは入れ）、直接測定する方法が広範囲に用いられている（チャンバー法）。

チャンバー法で CO2 交換量を測定する目的としては 

① 森林内部のさまざまな部位やプロセスに着目し、それぞれの CO2 交換を測
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定することにより、微気象学的手法などによって得られる全体としての

CO2 交換量（NEE や NEP）における各プロセスの寄与を評価する。  

② それぞれのプロセスにおける CO2 交換プロセスと環境因子との反応特性を

評価し、温暖化に代表される気候変動に対する森林の炭素循環全体の反応

を推定する。  

といった用途が考えられる。問題点としてはチャンバーの大きさが通常大きく

ても 1m2 程度に限られるために群落の平均値を測定するためには数多くのチ

ャンバーを設置する必要があることと、測定を行うために箱（チャンバー）を

かぶせるか、サンプルを箱の中に入れなければならず、測定時の環境がどうし

ても自然状態とは異なってしまうことがある。測定点の多さと誤差の問題につ

いては Loescher et al.et al.,(2006)などが 300 カ所程度まで土壌呼吸測定点を

増やしても相対誤差を 10%以下にすることが困難であることなどを報告して

いる。本研究においても土壌呼吸などの空間変動の高いと考えられるプロセス

に関してはなるべく多くの測定点での観測値を用いる努力を行っているが、多

点観測と長期間観測を両方行うためには多大な労力を必要とするために長期に

わたって個々の CO2 交換量の測定精度を維持することは困難である。  

 チャンバー法を用いた NEP 推定法は、地上部に葉チャンバーと幹枝チャン

バーを設置し、GPP と地上部呼吸量（Rabove）の測定を行うことにより、NEP
を推定することができる(e.g. Granier et al.,2000))。 

NEP=GPP-Rabove-Rsoil             (1-10) 

 しかし葉群チャンバーや枝幹チャンバーなどは樹冠へのアクセスが必要であ

るため、土壌呼吸と比較してさらに測定点数を十分に多く取ることが難しく、

チャンバー法のみで NEP を高精度で推定することは困難である。そのためバ

イオメトリック法によって算出される NPP と組み合わせて、NPP から土壌呼

吸と土壌呼吸に占める分解呼吸量の比から算出される有機物呼吸量を差し引く

ことによって NEP を算出する場合がある（e.g. Goulden et al., 2011）。 

NEP=NPP-Rh=NPP-Rsoil*Rh/Rsoil            (1-11) 

 あるいはチャンバー法の情報を森林生態系全体の炭素の流れの情報として用

いるなどの用途に用いられる場合も多い(e.g. Ohtsuka et al., 2007)。  
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1.4 日本の森林の CO2 吸収能の評価の現状とその問題点  

次に日本の森林の CO2 吸収に関して森林自体の現状とその特徴、さらに本研

究において着目する広葉樹二次林の成り立ちおよびその機能評価の現状につい

ての記述を行う。  

1.4.1 近年の日本の森林の状況  

我が国の全面積の約 66%は森林で占められており、そのうちの約 41%は木材

利用を念頭に置いたスギ、ヒノキなどの人工林である(森林・林業白書,2014)。

残りは広葉樹林を主体とした天然林であるが、天然林といっても人間の関与を

経ていない原生林はほぼ存在しておらず、そのほとんどは人間による利用の履

歴のある二次林である。したがって日本の森林は、そのほとんどが人の手の入

った森林だと言える。近年、都市と森林という対比で森林を考える場合、森林

には「里山」という概念が提示される場合が多い。しかし里山の定義は必ずし

も明確ではなく、環境省自然環境局によると「都市域と原生的自然との中間に

位置し、様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集

落をとりまく二次林」とされ(環境省自然環境局 ,2001)、その範囲は約 800 万

ha におよぶ。その中でも、古くから人間の住んでいる都市近郊の森林は長い歴

史の中で人々によって利用され、肥料や薪炭などのために伐採が繰り返されて

きた。関西域においては、歴代の都の建設等のための数百年から千年の長期に

渡る過剰伐採により、滋賀県と京都府の境にある田上山地に代表されるような、

明治初期にはほぼ裸地化していた地域などが存在する。このような主に広葉樹

で構成される二次林は、戦後の化石燃料への移行による薪炭利用の減少よって

放置二次林となっていった。近年になってこれらの放置二次林が、周辺住民の

憩いの森などとして見直され、文化・保健機能を主眼においた公園型整備が試

みられるようになってきている。  

このように戦後、人間と森のかかわりは大きな変動を迎えた。現在のところ

二次林の木材利用は十分になされていないが、それ以外の多面的な機能として、

生物多様性、環境保全、文化・保健機能が着目されている。この中の環境保全

機能を考えてみると、洪水緩和や水質保全機能などの水や土に関連するものと、

CO2 吸収機能、大気冷却機能などの大気－大気間相互作用に関連する機能に分
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けられる。後者に関しては、光合成による CO2 吸収や群落からの蒸散による大

気冷却機能が取り上げられる場合が多いが、近年それ以外の機能の評価も高ま

っている。地球温暖化の原因・影響・対策についての情報を集約した報告(IPCC 

report AR5)(Stocker, et al. 2014)によると、温暖化に関連する大気プロセスの

要素として、CO2 だけではなくメタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、水蒸気、

エアロゾルなどが挙げられる。森林はメタンを吸収し、亜酸化窒素を放出する

ため、森林はメタンに関しては温暖化を抑制し、亜酸化窒素に関しては促進す

る機能をもつことになる。さらにコナラなどの広葉樹林は樹体から揮発性有機

物質（BVOC）の一種であるイソプレンを放出することが明らかとなってきた

(Okumura et al.,2008)。イソプレンは大気中のフリーラジカルやオゾンと反応

しながらエアロゾル化すると考えられており、このエアロゾルは雲の核になっ

たり、粒子そのものが空気中にあることで温暖化に対して抑制的に働くのでは

ないかと考えられている。さらにイソプレンは人為起源の NOx や SOx と反応

してオゾンを生成することもわかってきており、森林生態系と人為滑動は大気

を通じた相互作用を行っていると考えられる。  

 

1.4.2 日本の広葉樹二次林の CO2 吸収評価の現状 

前述のように日本の森林はおおまかには針葉樹人工林と広葉樹二次林に分

けることができる。気象観測タワーを用いた CO2 吸収量の測定については、主

なタワー観測サイトは 10 を超えており国土の面積から見ると世界の中では充

実した観測を行っている。また、広葉樹に関しても比較的多くの観測点がある

と言える（表 1-2）。しかし針葉樹人工林の分布が特に本州においてはスギ、ヒ

ノキに限定されるのと比較して、広葉樹二次林はブナ、ミズナラ、コナラ、ア

ラカシなどの類型化は可能ではあるが、通常これらの広葉樹の純林は存在せず

数多くの樹種が混交しているおり、また森林の形成履歴なども異なる。そのた

め各論文においても個々の森林の NEP に与える群落構造の影響が議論される

場合が多く単純な類型化は困難である。また、針葉樹人工林は植林を行ってい

るために成立年代を明確に定義することが可能であり、また樹種が限られるた

めにアロメトリー式の設定がしやすいなどの理由からバイオメトリ法による

NEP の推定および林齢の変遷にともなう NEP の変動評価などがやりやすいと  
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Code name North East Forest type Dominant species References

TSE 手塩 45ﾟ03’ 142ﾟ06’ MX Oak (Quercus crispula) Koike et al. (2001);Takagi et al. (2005)

TMK 苫小牧 42ﾟ44' 141ﾟ31' DC Larch (Larix kaempferi) Hirata et al. (2007)

SAP 札幌 42ﾟ59' 141ﾟ23' MX Beech(Betula platyphylla) Mizoguchi et al.(2012)

APP 安比 40ﾟ01' 140ﾟ56' DB Beech(Fagus crenata) Yasuda et al.(2012)

KWG 川越 35ﾟ52' 139ﾟ52' DB Oak(Quercus serrata) 安田ら(1998)

TKY 高山 36゜08' 137゜25' DC Oak(Quercus Crispula) Saigusa et al.(2005)

FJY 富士吉田 35゜27' 138゜46' EC Pine(Pinus densiflora) Ohtani et al.,(2005)

KEW 桐生 34゜58' 135ﾟ59' EC
Japanese cypress（
Chamaecyparis obtusa）

Ohkubo et al.(2007)

YMS 山城 34ﾟ47' 135ﾟ51' DB Oak(Quercus serrata) Kominami et al.(2008)

KWK 鹿北 33ﾟ08' 130ﾟ43' EC
Japanese Cedar
(Cryptomeria japonica)

Kitamura et al.(2012)

Forest Type: DC, deciduous coniferous forest; MX, mixed forest; DB, deciduous broadleaf forest; EC, evergreen coniferous forest

表1-2 日本の森林における主なタワーフラックスサイト
Major forest flux sites in Japan
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いう側面がある。人工林の植栽後の年次ごとの材積、本数、樹高などの増加は

森林密度管理図や材積収穫表などの形式で林野庁においてデータベース化され

ており、さらに各県や林分の特徴に応じた関数の違いなどの報告も数多くなさ  

れている（e.g. 島田, 2010）  

一方、広葉樹二次林を含む天然性林に関しては、まず木材利用を念頭におい

た森林管理を行っていないため長期バイオマスデータがほとんど存在しないと

いうことが人工林とは大きく異なる。さらに植裁を行っていないため林齢が明

確ではない場合が多く、また樹種が人工林と比較するとかなり多いためにバイ

オマス量の推定および、林齢の変遷にともなうバイオマス増加情報が非常に限

られる。日本では、これまで生産という観点からはあまり顧みられてこなかっ

た広葉樹二次林の CO2 吸収能も、針葉樹人工林とならんで、評価対象となって

いる。さらに近年、針葉樹人工林においても広葉樹林化、あるいは針広混交林

化を行う方向へ林業政策が大きく転換している。しかし、これまでの日本にお

ける森林管理の適用はおもに針葉樹に限られており、広葉樹林の管理に伴う森

林の成長の変動評価に関する知見が求められている。  

 

1.5 本研究の特徴  

 ここに示したように森林の CO2吸収量に相当する NEE,NEP,ΔCなどの推定

に関してはそれぞれに異なる問題が存在しており、また手法に依存した現象抽

出の得意、不得意がある。本研究においては、日本の西日本以西に主に存在す

る暖温帯広葉樹林の典型であるコナラ林を用いて上記の３つの方法それぞれを

用いて、NEE,NEP,ΔC の推定を行い各手法の問題点、限界を検討しつつ、暖

温帯広葉樹林の炭素循環プロセスの内部構造および環境応答に関する解析を試

みる。観測サイトに用いられた山城試験地森林は日本ではごく普通に見ること

のできる広葉樹二次林であるが、下記の特徴を持っている。  

 

１． 細かい尾根、谷に囲まれているためフラックス観測の面から見ると複雑

地形（Complex terrain）と呼ばれる地形に存立している。そのため大気

安定度が高い夜間にタワー下の貯留大気が水平移流で逸脱してしまう場

合が多く、夜間フラックス観測が比較的困難である。  
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２． 過去に過剰利用によってはげ山化していた時期が長く、また明治期に植

林が行われたため、過去の林況が比較的明確でありΔC の長期推定が行

いやすい。  

３． 母岩を風化花崗岩とした未熟土壌で構成されているため土壌深が非常に

浅く（場所によっては母岩が露出している）、土壌炭素や根などが土壌表

層に限られる。そのためチャンバー法測定やサンプリング時に土壌深層

の影響を考慮する必要が少ない。  

 

これらの特徴は各観測において有利であったり不利であったりする側面を併せ

持つ。Loescher et al. (2006)は Carbon flux 測定における問題点のレビューに

おいて、森林でのこれら 3 つの CO2 吸収量推定における測定上の大きな問題点

として  

１． 乱流変動法における夜間呼吸量推定の妥当性  

２． 乱流変動における測定位置依存性およびランダムエラー  

３． チャンバー法における測定位置に依存するの空間変動  

４． バイオメトリック法における土壌炭素蓄積変動量（ΔS）の困難性  

５． バイオメトリック法におけるアロメトリー式の森林依存性  

 

などを挙げている。本研究においては１および２を同一森林において２つの

気象観測タワーを設置し相互に比較する。３においては試験地内２９５カ所に

おいて土壌呼吸測定を行い,空間分布評価を行う。さらに枯死木呼吸や根呼吸を

独立して測定することによりバイオメトリック法によって算出された NPP か

ら Rh を差し引くことによって NEP を求める。４については 1900 年代初頭ま

で試験地森林が裸地であったという履歴を利用し、現在の土壌炭素蓄積量

（SOC）からΔS を推定した。５に関しては地上部バイオマスに関しては４６

本、地下部バイオマスに関しては２４本のサンプリングを行い DBH および H
からバイオマスを推定するアロメトリー式を作成する。という手法によって、

これらの問題に対応し、それぞれの手法の検討を行った。  

そのため本研究は多くの共同研究者との研究成果を参照しており、①バイオ

メトリック法、後藤義明氏（森林総合研究所）、②地上部呼吸量、深山貴文氏（森
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林総合研究所）、③土壌呼吸量、玉井幸治氏（森林総合研究所）、④根呼吸量、

檀浦正子氏（現、京都大学）、牧田直樹氏（現、森林総合研究所 JSPS 特別研究

員）、⑤枯死木（CWD）呼吸量、上村真由子氏（現、日本大学）、⑥葉リター呼

吸量、安宅未央子氏（京都大学）を代表とした数多くの共同研究者との研究結

果を総合化した上で、NEE、NEP、ΔS の３つの手法を比較したものであると

いえる。通常このような森林群落の炭素収支の総合化に関しては、研究領域の

異なる測定が必要とされるため出自の異なる複数の研究チームが個別に測定を

行う場合が多い。しかし山城試験地における炭素収支評価に関しては筆者がサ

イト発足時点から、全ての研究に関して測定手法の検討・開発から測定・解析

に至るまで関わっているため、個々の測定の利点や問題点に関して検討をする

ことのできる貴重な例であると考えている。そこで本研究では①タワー観測に

よる NEE、②バイオメトリック法によるΔC、③チャンバー法による NEP、

の比較統合にとどまらず、それぞれの手法の持つ問題点にも着目して議論を進

めていく。  
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2.章 試験地（山城試験地） 
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2.1 試験地の概要  

 観測は京都府南部の山城試験地（京都府木津川市山城町北谷国有林 509 林

班い小班）において行われた（北緯 34 ﾟ 47′、東経 135 ﾟ 50′）。試験地は淀

川水系木津川の支流である不動川の源頭のひとつにあたり、北東から南西に伸

びる２本の尾根にはさまれた面積約 1.7ha の小流域からなる（図 2-1 および図

2-2）。タワーフッラクスサイトとしてはいわゆる複雑地形に属し、尾根から谷

に向かう斜面は非常に急峻で平均傾斜角は約 30゜である。一方、V 次谷の河川

傾斜角は比較的穏やかで約 5゜である。流域平均標高は 220m で試験地内の尾

根と谷に 2 本の気象観測タワーが設置されている 

尾根タワーは North34° 47'25.0584",East135° 50'27.2868"、谷タワー  

North34°47'25.6272",East135°50'24.5106"にある（図 2-1）。フェッチ（空

走距離）は南西方向に最短で約 3km であり、それ以外の方位に関しては 5km

以上が確保されている。通常主風向は日変動を示して、午前中は南東、夕方か

らは北西の風が吹く。試験地の潜在的な優先樹種はアカマツ(Pinus densiflora 
Sieb. et Zucc.)であったと考えられるが、1970 年代後半のマツノザイセンチュ

ウ(Bursaphelenchus xylophilus)によるマツ枯れによって 1980 年代前半まで

に周辺の山域を含め、ほとんどのアカマツが枯死したようである。その後広葉

樹がその後継優先樹種となり現在に至っている。1999 年における DBH が 3cm

以上の毎木調査の結果では、地上部のバイオマス量は 51.01tC ha-1 で、優先樹

種は落葉広葉樹ではコナラ(Quercus serrata Thunb. ex Murray)、常緑広葉樹

ではソヨゴ(Ilex pedunculosa Miq.)であった（表 2-1 および図 2-3）。全バイオ

マス中の落葉広葉樹、常緑広葉樹、針葉樹の比は 66%、28%と 6%であった。

立ち枯れおよび倒伏したアカマツの枯死木量は 6.79tC ha-1 であった。年平均

気温は 15.5℃で、2002 年の最高気温は８月の 34.8℃、最低気温は１月の-3.9℃

であった。年平均降水量は 1449mm（1994～2002 年平均値）であった。降水

量は梅雨による６月の後半から７月の前半、と台風による８月から９月前半に

やや集中する傾向がある。フェッチ範囲内における植生は試験地植生とほぼ同

様であったが一部スギ植林と残存アカマツ林が見られる（図 2-4）、主に試験地

から南方向の植生にはパッチ上にモウソウチクの群落が発生していた。放置竹  
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Table 1.  山城試験地の主要な構成樹種

Species* Life-form Density BA RBA
stems ha-1 m2 ha-1 %

Quercus serrata De 361.2 5.707 27.5
Ilex pedunculosa Eg 323.5 3.051 14.7
Lyonia ovalifolia  var. elliptica De 608.2 2.038 9.8
Alnus siboldiana De 48.2 1.665 8.0
Clethra barvinervis De 215.9 1.312 6.3
Eurya japonica Eg 372.4 0.876 4.2
Pinus densiflora Co 22.9 0.837 4.0
Robinia pseudoacacia De 99.4 0.671 3.2
Prunus verecunda De 70.6 0.407 2.0
Quercus glauca Eg 37.1 0.394 1.9
Chamaecyparis obtusa Co 2.9 0.311 1.5
Juniperus rigida Co 47.1 0.286 1.4
Rhododendron reticulatum De 281.2 0.282 1.4
Ilex macropoda De 48.2 0.264 1.3
Alnus pendula De 88.2 0.240 1.2
Vaccinium bracteatum Eg 57.1 0.232 1.1
Rhus trichocarpa De 98.2 0.232 1.1
Mallotus japonicus De 30.0 0.231 1.1
Pieris japonica Eg 61.8 0.208 1.0

Ｔｏｔａｌ 20.716 100.0

*1999年の毎木調査の結果（Goto et al. 2003）から、胸高断面積比が全体の1.0%以上
の樹種を記載した.

表2-1 山城試験地の主要な構成樹種
Major tree species in Yamashiro experimental forest
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林の拡大は関西以西の森林において大きな問題となっており、本試験地山系の

南縁においても竹林が急速に北上している。試験地の群落高は平均 12m 程度で、

DBH≧3.0cm の樹木平均 DBH は 7.4cm、樹木本数は 3209 本 ha-1、胸高断面積

合計は 20.7m2 ha-1 であった（後藤 et. al. ,2003）。土壌タイプは砂質ロームや

砂を含んだ未熟褐色森林土壌（Regosols；IUSS Working group WRB,2006）

である。基岩が中古生層花崗岩であるため、多くの風化した花崗岩起源の粒子

を含む。本研究において我々が対象としている広葉樹二次林は基岩が中生代白

亜紀層の花崗岩地帯に成立している（図 2-5）。2000 年から継続されている群

落の CO2 フラックス観測と、並行して葉群チャンバーによるコナラ・ソヨゴの

葉 CO2交換量（Miyama et al., 2003 and 2006）,土壌呼吸（Nobuhiro et al., 2003, 

Tamai et. al.,2005a and 2005b）、根呼吸(e.g. Dannoura et al. 2006,Makita et 

al.,2009)、枯死木呼吸（Jomura et al.2007 and 2008）など群落内の様々な位

置や部位における CO2 交換量の測定が行われている。また試験地内は 5m メッ

シュに区分されており（649 メッシュ: 1.62ha）、1994 年から 5 年ごとに DBH

が 3cm 以上の樹木に関して毎木調査が行われていて、生態学的手法に基づく

NPP や群落動態の変遷などの評価（e.g. Goto et al., 2004）が行われている。  

 

2.2 山城試験地森林の成り立ち  

この地域は田上山（田神山）と総称される 400～600m の山塊の一部で藤原

京、平城京の造営にあたるヒノキの伐採などがなされて以降、非常に長い期間

にわたる過剰な伐採や落葉・落枝の利用と、それに伴う表土の流出によって明

治初期まではげ山化していた。1873 年にオランダから来日したヨハネス・デレ

ーケらの指導による淀川の河川改修に伴い、田上山のはげ山において大規模な

砂防工事が行われ森林の回復が図られた。試験地流域が存在する不動川におい

ては広範囲な砂防－植林事業に先立ち明治 11 年（1978 年）に全国に先駆けて

砂防工営所が開設され割石堰堤、土俵留工などの砂防工事や積苗工などの植生

工が試みられた（琵琶湖工事事務(1975), 千葉(1991)）。一連の工事は数十年の

工期を要しており試験地森林の森林成立年代を正確に決定することは困難であ

るが、1884～1890 年に日本軍参謀本部測量局によって行われた植生調査図に

よるとこの時点で試験地周辺は一間半（2.7m）以下のナラ・クヌギ（小）と記  
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述されていることから 1890 年には植生が存在し始めていたと考えられる（図

2-6）。妹尾ら(1983)や石丸ら(2013)は植裁に用いられた樹種がクロマツで、こ

れが 20～30 年ほどでアカマツに置き替わった可能性を指摘している。本試験

地における 2001 年の伐倒調査においても年輪解析による最高齢の個体はアカ

マツ（119 年生）であったため、1900 年以降のかなり早い段階から松枯れが発

生するまでの期間は本試験地周辺の森林がアカマツ林であったと考えられる。

これらの二次林は基本的には洪水防止林あるいは土砂災害防止林としての役割

をはたしていたものの、生産性の低い二次林として、第二次世界大戦後の一時

期をのぞいて直接的な木材利用が行われることはなく、放置されてきた森林で

あるといえる。このような放置はマツ枯れ後に広葉樹二次林化した後も続き、

コナラ－ソヨゴを種とする落葉－常緑混交林化した 2014 年現在においても林

床面には遷移前のアカマツの枯死木が散在している。  
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3.章  気象観測タワーを用いた NEE 推定 
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3.1 NEE の推定方法  

 

3.1.1 NEE 測定における基礎式気象タワーにおける微気象観測による CO2 交

換量（NEE）は以下の式によって与えられる。  

 

   dz
dz
CdWdz

dx
Cdudz

dt
CdCWNEE ccc

cS )''(      (3-1) 

 

Ws :鉛直風速、WS’：鉛直風速の乱流変動成分、Cc :CO2 濃度、Cc ‘:CO2 濃度の

乱流変動成分、u :フラックス計算期間中の平均主風向方向の風速、z :平均主風

向ベクトルに対する鉛直ベクトル  

第一項は乱流輸送による CO2 フラックス、第二項は乱流フラックス測定高より

も下に貯留していた CO2 量の時間変動によって発生する CO2 フラックス、第

三項は水平移流項、第四項が鉛直移流項となる(Aubinet, et al. 2003)。日中の

大気中立状態においては第一項（乱流輸送）が卓越するため、二、三、四項と

もに重要ではないが、夜間に代表される大気安定状態においては乱流項（第一

項）が減少するために第二項以降の輸送の関与を無視することが困難となる。  

第三項以降を定量化するためには均質な斜面で相当数の数のタワー観測を

行い移流項を測定するか(e.g. Yi et.al.,2008)、あるいは非常に高いタワーを設

置して(Davis, et al. 2003)、短期的な移流項の効果を小さくする必要がある。

しかし通常このような観測は困難であるため、一、二項までの観測を行い、第

三項以降に関しては、これが無視できない大気安定度が高い状態でのフラック

ス情報を欠測とみなす場合が多い。  

 

dz
dt
cdCcWsNEE c

 )''(                (3-2), 

 

さらに、通常第二項の貯留変動量に関してもタワーの CO2 の鉛直分布を稠密に

連続して観測することは困難であるため、いくつかの高度において、しかも器
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差による CO2 濃度誤差を避けるために一つの赤外線 CO2 濃度分析計（IRGA：

Infrared Gas Anlyzer）で機械的にチャンネルを切り替えて測定を行う場合が

多い。したがって得られるデータは時間的にも空間的にも離散化している。3-2

式の第一項が Flux の乱流成分、第二項が貯留変動成分であるため以降、第一

項を Feddy、第二項を Fstorage と表す。  

dz
dt
cdCcWsNEE c

 )''( =Feddy+Fstorage                             (3-3) 

 

3.1.2 山城試験地での測定方法  

複雑地形におけるタワーフラックスの妥当性の検討のために２本の気象観

測タワーにおいてクローズドパスシステムによる乱流変動法観測と CO2 濃度

変動測定による貯留 CO2 観測が行われた。クローズドパスシステムとはテフロ

ン製のチューブを用いてタワー上部に設置した吸引口から大気をポンプで吸引

し CO2 濃度そのものはタワー下部においた IRGA で測定する方式であり、チュ

ーブによる吸引に伴う高周波乱流成分の減衰や吸引時間遅れの補正が必要とな

る。一方、開放型の IRGA を直接タワー上部に設置するオープンパスシステム

も広く用いられているが、こちらと比較するとセンサー面への水滴やほこりな

どの付着がなく、また標準ガスを用いた機器補正も容易であるため長期モニタ

リングを行う場合にはクローズドパスシステムの高いメンテナンス性が重要で

あると考え、こちらのシステムを採用した。。気象観測タワーは試験地の尾根と

谷に設置されており、尾根のタワーは高さ 26m、谷タワーは 35m である。気

象観測タワー周辺の植生高は尾根で約 13m、谷では 12m であり尾根、谷タワ

ーともに乱流変動観測高は植生高の 2 倍以上の高さを持っていた。  

3.1.2.1 乱流変動法 

乱流変動法に用いられる超音波風速計(DA-600-3TV、KAIJO 社製、Tokyo、

Japan)と吸引用のサンプリングチューブの吸引口は双方のタワーの頂上部に

設置された（図 3-1）。吸引口からタワーの基部に設置された観測小屋までは外

径 8mm、内径 6mm のテフロンチューブを用いて吸引され、水トラップとフィ

ルター、ポンプ、流量調整用のシステム、除湿ラインを順番に介して赤外線 CO2

分析計（IRGA：Li-6262、Li-cor 社製、USA）に接続された（図 3-2）。水トラ  
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ップはアクリルとテフロン栓を用いた単純なものであるが、主に台風などの雨

と強風が重なった条件で、吸引部の雨よけが曲がってしまい降雨を吸い込んで

しまったケースには非常に効果的である。フィルターは後述の平均値プロファ

イル測定においてもチャンネル数だけ必要となり、また使い捨てで安価なもの

が必要であるために選定が困難である。本研究では主にマイレクス社製の

SLFA05010、（10μm フィルタリング）、を用いているが、接続部が挿入式（い

わゆるタケノコ）であり最小対応内径が 5mm 程度であるため、内径 4mm の

チューブを用いる場合には何らかの拡張が必要であり、かつ接合部の密閉にや

や不明瞭な点がある。本システムではフィルターの直後にポンプが設置された

（PX-808、榎本マイクロポンプ社、Tokyo、Japan）。ポンプの輸送能力自体は

定格で 28.0L min-1 であるがチューブ、フィルターの流路抵抗および後述の

IRGA への分岐システムでの抵抗によってシステム全体での最大流量は 9.6L 

min-1 程度まで下がっている。ポンプ後段の流量制御システムは T ジャンクシ

ョンの片側にニードルバルブ、片側にマスフローコントローラ (SEC-400、

STEC 社、Kyoto、Japan)を接続したものである。ニードルバルブを調節して

２分割された流路の IRGA 側に必要な流量（2L min-1）よりもやや多い流量を

送り込むことにより、安定した流量の空気を IRGA に供給する。ニードルバル

ブを十分に閉めてマスフローコントローラに十分な圧をかけても機械の破損が

起きるということはないが、流路全体の抵抗を大きくすると吸引口からの実流

量が下がり、結果としてサンプリング遅れ時間の増大につながるため、総流量

と IRGA への供給流量の安定化は細かい調整が必要となる。本研究サイトにお

いては、長期モニタリングを継続するため、IRGA に関しては機器故障の大き

な要因となる IRGA での水蒸気の測定を行わずに、サンプリングした大気を除

湿した CO2 測定に特化したシステム構成を採用している。このことはまた結果

として水蒸気の変動影響の WPL 補正（Web et al., 1980）を行わなくてもよい

ことを意味しており、実際の測定において派生する水蒸気に関わる実測、解析

に関する多くのトラブルを回避することが可能となる。またチューブ内をサン

プリング空気が、林床面の観測小屋に設置された IRGA に運ばれる際に樹冠上

よりも安定した樹冠下のチューブ温度にサンプリング空気がなじむことにより、

１回の測定時間（約 30 分）内の気体温度および圧力変動が押さえられるのも
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利点といえる。サンプリング大気の除湿にはエアドライヤー（MD Gas 

dryer ,ZBj02502-72P, Permapure 社製, Thomas River, USA ）を 2 本直列し

て用いた。このエアドライヤーは、メンブレン製のチューブを内側に通した２

重のチューブ構造からなり、外側のチューブに乾燥空気を、内側にサンプリン

グ空気を通している。それにより、２層の水蒸気濃度差を利用して内側の空気

の水蒸気を外側に逃がすことができる。従って常時外側のラインに水蒸気の低

い空気を供給しておく必要がある。本研究では外側のチューブにシリカゲルを

通して除湿した空気を供給し、再びシリカゲルタンクに空気を戻すという循環

型のシステムを用いた。シリカゲルのタンクは高さ 40cm、直径 30cm の円筒

形で、内部に約６L のシリカゲルを封入してある。サンプリング空気の除湿に

伴いシリカゲル内に水が貯まっていくため、通常２週間に１度程度シリカゲル

を焼いたものと交換して用いた。  

IRGA と SAT データのサンプリングインターバルは 10Hz であり、そのデー

タは 20Hz のアナログローパスフィルターを経てデータロガー（TEAC 社製、

DR-M3）に導き、640Mbyte の MO に収録させた。これらの乱流変動観測機材

に関しては、電源ラインからのノイズを低減させるために電源と測器の中間に

安定化装置を設置した。IRGA の運用に関しては、リファレンスセル内を H2O、

CO2 なしの状態に維持するために常時 N2 ガスを供給した（0.02L minute-1）。

N2 の供給はガス消費を抑えるために最小限に留められたため、供給ラインはマ

スフローコントローラ(SEC-400、STEC 社、Kyoto、Japan)で流量制御を行い、

また IRGA のセルからの放出口は、逆流を防止するために 1m ほどチューブを

伸ばして、先端にコックを設置し、これをゆるく閉めることによって若干の流

路抵抗を発生させた。  

キャリブレーションと機器障害のチェックのために空気の濃度に近似させ

た 標 準 ガ ス を ２ 種 類 （ CO2;400ppm,O2;20%,N2;80% ） +

（CO2;0ppm,O2;20%,N2;80%）を、毎日あるいは数日に一度自動切り替えによ

って吸引させ、既知のガス濃度からの差で機器チェクと補正を行った。実際に

は、LI-6262 での測定における CO2 濃度のズレはリファレンスセル内が

CO2,H2O の存在しない状態であれば一週間程度の期間で 0.1ppm 程度であり、

またこれが大きかった場合（0.5ppm 以下）であってもそのズレは濃度差（ス
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パン）に現れるものではなく、絶対値（ドリフト）をずらす性質のものであっ

た。これは発生する IRGA の初期値からの変位の主な原因が検出器表面に付着

したホコリのようなものであると考えられ、これが赤外線ランプから検出器に

届く光をセル内の CO2 濃度に依存せずにさえぎってしまった結果であると考

えると当然の結果ではある。したがって乱流変動法も貯留量変動量観測ともに

必要となる濃度差（絶対値ではない）に関しては現場でのキャリブレーション

はほとんど影響を与えていないと言える。しかし運用面を考えると機材が良好

に稼働しているかどうか、あるいは機材の調子が悪くなっていっているのか、

を知っていることは観測における最も重要な情報であり、温度や水蒸気、放射

などと比較して直感的に今の状態（今の CO2 濃度）を想像しづらい IRGA に関

しては、サイトにおけるキャリブレーションシステムは非常に有効であった。  

吸引口から IRGA までのチューブ距離は、尾根タワーで約 29m、谷タワーで

約 38m であった。吸引口から IRGA までの理想的な吸引タイムラグは尾根タ

ワー9.6s、谷タワー12.6s となり、タワー上部で吸引口から息を吹きかけて

IRGA に現れるタイミングを二人一組で実測することで大まかに正しいことは

確認されている。しかしながら、実際の連続測定においては、主に降雨によっ

てフィルターが「詰まり気味」になるため、遅れ時間は詰まりの程度によって

数秒程度のずれを持つ場合が多く、その結果、解析手法の項で言及するような

相関係数を用いた遅れ時間の動的な調整が現実的には必要となる。  

測定されたデータは大量であり、かつ測器の不調や降雨や極端な強風など測

定に適さないデータが含まれるため欠測の判断や補完などの作業が必要となり

これらの後処理を通称クオリティーコントロール（Quality Controll:QC）と呼

んでいる。本研究におけるに QC 関しては、Aubinet et. al.(1999)によるヨー

ロッパの観測グループ（Carbo Euro）の QC に準ずる。SAT データは Kaimal 

et.al.(1968)および Mcmillen et. al.(1988)の 3d ローテンションと温度、風速補

正に準拠している。3D ローテーション（一回の測定に対して平均の W が０に

なるように座標変換を行う作業）に関しては各々のデータを恣意的に回転させ

て結果的にフラックスの最も高くなる可能性の高い方向を鉛直とみなすことが

正しいのかどうかという議論があり、地形に合わせたフラックス面を一定に設

定する手法（プラナーフィット）などが提唱されているが、本試験地において
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は複雑地形ではあるものの樹高の２倍以上の非常に高いタワーを設置している

ために 3D ローテーションによる顕熱の変動は小さく、結果として CO2 フラッ

クスに及ぼす影響もほとんどなかった。  

CO2 データに関しては、絶対値によるデータカット（Absolute Value；データ

が特定の値を超えると欠測と見なす）（下限 300ppm、上限 430ppm） （SAT

は Wmax が 5m s-1）、スパイク除去（despike；SAT の表面にゴミや水滴がつ

いたり、IRGA の不調などによって瞬間的に検出された特異なデータの除去）

トレンド除去（detrend；一回の測定時間中に風速や CO2 濃度が特定の傾向を

持って変動する長周期成分の除去）、3σ（分散の偏向除去）が主にかけられ、

一回のランタイムのうちエラーが 2%以下の場合にはデータを詰めて計算を行

った。ノンステーショナリーチェック（共分散のパターンが一回の測定期間中

に変わってしまった場合の特異的な共分散値の除去）に関しては夜間のデータ

の損失率が高いので導入を見送ったが、結果的には後述の u* しきい値による

安定度計算で落とされてしまうために最終的に用いられるデータ数自体はほと

んど変わらないことになる。しかし QC 段階でデータを落としていないことに

よって山城サイトにおける u* しきい値によるデータ損失率が高めに見積もら

れている可能性がある。また主に夜間のデータで明らかにおかしい吸収が発生

し上記の QC でエラーが見つからない場合には手動でデータの欠測化を行った。 

 

3.1.2.2 CO2 濃度プロファイルの測定による貯留変動量測定  

CO2の貯留変動量を測定するために各タワー８高度において CO2濃度の連続

測定を行った（図 3-3）。測定高度は尾根谷ごとに以下の高度である。  

尾根タワー 1.1, 3.1, 5.3, 6.9, 8.9, 14.2, 20.0, 25.7m 

谷タワー   1.1, 3.1, 5.3, 6.9, 8.9, 17.2, 25.0, 34.6m 

IRGA は乱流変動法と同様に Li-6262 を用い、それに付帯したキャリブレー

ションシステムも同様であった。乱流変動法と異なり一つの IRGA で 8ch のサ

ンプリングを行うが、一定時間の平均濃度が順番に求められればよい、という

測定であるためにサンプリングチューブを外径 6mm 内径 4mm の細いものに

した。ポンプを流量の小さなものにし（GL-460、榎本マイクロポンプ社、Tokyo、

Japan）、チャンネルごとに 8 個のポンプを用いた。ポンプをチャンネル毎に  
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設置したのは、サンプリングが始まる前のチャンネルが測定を行っている段階

でプレサンプリングを行い、測定が始まった時点でチューブ内に以前の測定時

の大気が追い出されている状態を作るためである。サンプリングは１分間の測

定（データ収得は 1s 間隔）を２回行いそれぞれの平均値（最大値、最小値も

場合に応じて）を比較して主に２回目のよりチューブ内残存空気の影響が少な

い側のデータを CO2 濃度として用いた。また電磁弁の切り替えなどによるデー

タの不安定化の防止のために、各チャンネルの測定の前に 1 分ずつの空サンプ

リングを行った。そのため 8ch の測定には、24 分かかることになるが、一回り

の測定は 30 分に一回とするために 8ch 目の測定が終了した後は 1ch のプレサ

ンプリングを 7 分行い、各 30 分ごと CO2 濃度勾配を測定した。切り替えシス

テムの外観を図 3-4 に示す。  

本研究では Feddy は 30 分ごとに計算を行い、その中間の時間のフラックスを

算出した。dC/dt に関しても 30 分でデータ計算を行っているが各高度のデータ

に時間差があるため、各チャンネルは線形的に時間内挿を行って Feddy の計算

時間に強制的に合わせている。  

測定された乱流変動フラックス（Feddy）（尾根 26.5m、谷 35.0m）と乱流変

動法測定高以下の測定貯留変動量フラックスを足し合わせて NEE とした。  

dz
dt
cdFNEE c

eddy           (3-4) 

第二項は各タワーの CO2 濃度プロファイル観測によって得られた 8 高度での

CO2 濃度の変動に対して、各測定高の中間の CO2 濃度は線形的に内挿して貯留

変動量を算出した。2000 年から 2002 年までの尾根タワーのデータ収得率は

87%であった。欠測の推定に関しては２時間までの短期的な欠測に関しては前

後のデータでデータ内挿を行った。それ以外の長期欠測および後述の u*フィル

ターによって不適と見なされた夜間データに関しては、まず有効光合成放射量

（APAR）が 10μmol m-2 s-1 以上の場合には光合成を行うことができる日中で

あると仮定し Michaelis–Menten 式を用いて日中 NEE (NEEday) 
を推定した。  
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APARaAG
AGAPARa

NEEday '
'

max

max


            (3-5) 

NEEday:日中の NEE、APAR：有効光合成放射量、a’ 、AGmax：定数 

一方、APAR が 10μmol m-2 s-1 未満の場合は呼吸が卓越する夜間であると仮定

し、年間を通して得られた生態系呼吸量（Re）と土壌温度（5cm 深さ）との関

係を指数関数で近似して夜間 NEE 推定を行った。 

 
NEEnight = a exp (b Tsoil)           (3-6) 

 

NEEnight：夜間 NEE, Tsoil：5cm 深度での土壌温度、a,b：定数  

 

3.1.3  u*フィルター  

測定されたタワーNEE は夜間の大気安定度が高く、また風速が弱く乱

流交換が効率的に進まない場合に卓越する鉛直、水平移流(式 3-1 におけ

る 3,4 項)によって呼吸量が過小評価になることは一般的に知られており

(e.g., Baldocchi, 2003)、乱れの大きさを示す摩擦速度 u* 
 

2/1)''(* uwu                         (3-7) 

 

u*：摩擦速度、w’：鉛直風速の変動成分、u’：水平風速の変動成分  
 

を利用して乱れが小さい場合には乱流輸送が良好に行われていないと考え、あ

る u*以下のデータを使わないという手法が一般的に用いられるようになった

（e.g. Baldocchi et al. ,2001）。乱れの状態だけがタワーフラックスの有効性を

評価する指標として適しているというわけではないが、u*が超音波風速計単独

で算出可能であることや、モニンオブコフの相似則が成り立つ Constant Flux 

Layer においては測定高に対して u*が理論上は一定であるため、植被に対する

測定高が異なった Flux サイト間であっても比較がやりやすい、などが要因と

なって u*しきい値による夜間呼吸量推定は現在も一般的な Gap Filling テク
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ニックの一つとなっている。しかしこのようなタワーフラックスデータから設

定した u*しきい値の妥当性を検証することは困難である場合が多い。本来乱流

変動法を含めた微気象学的なフラックス測定は基本的には大気が中立な状態を

仮定している。そのため夜間の放射冷却が発生して樹冠近傍の大気が、その上

部の大気よりも密度が高くなる場合において、u*が高いことにより乱流輸送量

が増加していても、水平風速が上昇することにより移流項（式 3-1 内の 3,4 項）

が同様に増加した場合などは u*の上昇に伴って測定呼吸量が減少してしまう

場合も見られる（e.g. Nakai et al., 2008, Ohtani et al.,2005）。  

また u*しきい値の変更に伴いギャップデータの推定呼吸量は変化し、これを積

算して年間などの期間積算夜間呼吸量（∫NEEnight）を推定し、これに日中 NEE
（NEEday）を足し合わせて NEE を算出するが、NEEday と NEEnight の比は群

落によって大きく異なり、推定 NEEnight の u*しきい値依存性もまた高い群落

依存性を持っている。  

本研究においては、①複雑地形におけるタワーFlux 観測による NEE 測定の

妥当性を尾根－谷の２つのタワー観測によって評価を行い、その後②u*フィル

ターによる NEE 変動をタワーフラックス単独と NEP およびΔC のそれぞれに

ついて推定された値と比較することにより複雑地形上の森林の CO2 吸収量推

定の妥当性を検討する（図 3-5）。  
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3.2 結果と考察  

 

3.2.1 二つのタワーを用いた CO2 フラックスの比較 

3.2.1.1 ２つのタワー間の乱流変動 Flux の比較 

2001 年 4 月 4 日から 2001 年 12 月 31 日までの尾根タワーの平均 CO2 フラ

ックスは-4.07μmol m-2 s-1 であったのに対し谷のタワーではその値は-4.14μ

mol m-2 s-1 であった。両者の値は良好に一致していた（図 3-6）。両者の変動を

評価するために尾根タワーFlux と谷タワーFlux の RMSE（2 乗平均平方根誤

差）を用いた。  

 

n
FF

RMSE
valleyridge

2)( 
         (3-8) 

 

30 分間隔で得られる個々のフラックスにおける尾根タワーと谷タワーの違

いは大きく RSME は 46%であった。また、この差は日平均値を用いた場合で

も、RMSE は 25%程度存在していた（図 3-7）。乱流変動法測定における誤差

要因としては大まかに系統誤差（systematic error）と偶然誤差（Random error）

に分けられ前者は測器自身の反応速度、超音波風速計のセンサー間の距離、

IRGA と超音波風速計の距離の違いなどの測器起源の誤差、および設置高が群

落高に対して十分でなかった場合の乱流変動法データの群落代表性などが原因

となる（e.g. Massman et al.,2002）。また後者は、サンプリング周波数が不十

分であったり、フラックス計算時の平均化時間が十分ではないことにより、速

い、あるいは遅い周波数成分のフラックスを検出できないことが大きな要因と

なる（e.g. Moncrieff et al.,1996, Hollinger et al., 2005, Kruit et al., 2004）

本研究における尾根谷間のフラックス測定は完全に同じ測器を用い、また設置

方法も同様に行い、さらに測定高も樹冠高から十分な高さを持っているため系

統誤差による違いはほとんど存在しない。そのため求められた RMSE がそのま

ま地形影響のみが付加された偶然誤差（Random error）に相当すると考えられ

る。 

Richardson et al. (2006) は本試験地と同様の２つのタワーを用いた測定  
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（Howland forest）と、一つのタワーで同様な NEE が期待される日の NEE の

日収変化を重ね合わせることにより擬似的に Random Error の推定行う手法

（Daily differencing method）をアメリカの５つの森林と１つの草原のサイト

に適用した。適用した森林は Harvard Forest に代表される（北米 Beech 森林）

比較的平坦な森林であったが、平均的なランダムエラーはタワーCO2 フラック

スが -20μmol m-2 s-1 時に約 5μmol m-2 s-1 程度となっており、Daily 

differencing method で は Random error が 20% 程 度 過 大 評 価 さ れ る

（Richardson et al.,2006）可能性があることを考慮に入れても、その差は同等

かやや大きい程度であった。  

平均日周変動では午前中の谷タワーフラックスの CO2吸収の開始が 30 分～1

時間程度遅いという結果が得られた。谷タワー付近の谷地形においては朝方の

周辺の樹冠への日射の供給が尾根周辺よりも遅れることによって尾根－谷フラ

ックス関係ができたとも考えられるが、試験地内の植生自体の非一様性の関与

の可能性も考えられる。試験地においては成長の多くを担っているコナラなど

の落葉広葉樹は光要求度が高いために主に尾根筋に存在しており（４章、バイ

オメトリック法を参照）、面積としての存在比率は高くはない。一方ソヨゴに代

表される常緑落葉樹は試験地内全体にパッチ上に存在しており、このような植

生の不均質性も両者の乱流 Flux に影響を与えている可能性がある。複雑場に

おける Flux の代表性に関してはいまだ数多くの問題が残っていると考えられ

る。しかし、このような地形や、植生の複雑性など、本試験地で起きうる誤差

の原因の多さを考慮に入れると２地点での乱流 Flux が比較的高い一致を見せ

たことは興味深い。原因としては樹冠構造に加え地形性による様々なスケール

での乱れが表面に存在しており、これらが輻輳して混合が起こっていること、

また樹冠高と比較して２つのタワーが十分な高度を持っており、複雑場によっ

て形成される Flux の鉛直成分の乱れが十分に解消された高さで測定が可能で

あったことなどが示唆される。  

 

3.2.1.2 ２つのタワー間の貯留 Flux の比較  

図 3-8 に 2001 年 4 月 4 日から 2001 年 12 月 31 日までの、1m 高と 26m 高

（尾根 CO2 濃度測定点の最上部高さ）における尾根－谷の CO2 濃度の関係を  
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示す。１分平均値でのタワー上部における尾根－谷間の CO2 濃度の同調性は高

く濃度差は平均で 3ppm 程度にすぎず、最大でも 20ppm 程度であった（図

3-8(A)）。傾向として濃度の高い夜間の方が濃度の低い昼間よりも差が小さいよ

うに見えるが、これは高濃度のデータの点数が非常に限られていることに起因

しているためである。低高度（1m）における尾根－谷濃度関係においても（図

3-8(B)）、両者の関係は大きくは乱れておらず、濃度の高い夜間において尾根と

比較して谷の濃度が高い場合がわずかに見られる程度であった。そのため複雑

地形上の水平移流に起因する貯留量変化が、｢上から降りてきた濃い CO2 濃度

大気が谷に貯まる｣という傾向はあるものの、その差は小さく、谷においても発

生した高濃度 CO2 大気は順次水平移流によってはさらに下部に速やかに失わ

れることを示唆している。そのことは、タワー上部（26m）と下部（1m）のど

ちらにおいても昼夜だけではなく年間を通じた CO2 濃度の変動全体でわずか

50ppm 程度しか変化しないことからも明らかである。尾根－谷における貯留量

の時系列変動の例を図 3-9 に示す。タワー上端、下端での尾根と谷タワーの対

応性と同様に、貯留量の日変動もまた尾根－谷で高い追従性を示していた。つ

まり本試験地においては尾根の頂上部においても、谷底においても、夜間貯留

量に大きな差はなく、なおかつどこで測定しても貯留量変動によって測定され

るフラックスが非常に小さいということになる。図 3-10 は尾根タワーと谷タ

ワーにおける 2002 年の Fstorage の平均日変化である。両者の追従性はかなり高

いといえる。一方、貯留変動によって測定される Fstorage の値は小さく、期間平

均の日最大値で±0.04mg CO2 m-2 s-1 程度となり、夜間の Feddy に対する Fstorage

の比率は強安定時で Feddy が非常に小さい場合（平均 Feddy=0.02mg CO2 m-2 s-1）

であっても（u*<0.25 m s-1）わずか 28%程度にとどまった(表 3-1)。この原因

としては、尾根、谷などの場所によらず夜間には光合成が行われないため、貯

留 CO2 濃度は徐々に増加しなければならないと考えられるにもかかわらず、貯

留変動量の時間変化において夜間であっても局所的な CO2 濃度の低下が発生

するという現象が挙げられる。図 3-11 は 2001 年 10 月の尾根－谷タワーにお

ける各高度での CO2 濃度差分の高度分布の平均値を示す。朝方の谷においては

夜間に貯まった CO2 が光合成で消費されることによって起きていると考えら

れる吸収フラックス（図中青色）が尾根よりも卓越することが見て取れる。し  
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Mean NEEnight
mg CO2 s-1 m-2

Mean Feddy
mg CO2 s-1 m-2

Mean Fstorage
mg CO2 s-1 m-2

Contribution 
Fstorage to
NEEnight

u*>= 0.25 m s-1 0.079 0.078 0.0005 0.5%
u*< 0.25 m s-1 0.028 0.02 0.0079 28%

表３－１ u* 0.25以上と未満の夜間NEEにおける乱流項（Feddy）と貯留項（Fstorage）の寄与

Contributions of CO2 flux measured by the eddy covariance method (Feddy) 
and storage (Fstorage) to estimates of nighttime net ecosystem exchange of CO2 (NEEnight) 
from 1 January to 31 December 2001.
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かし、月平均値であるにも関わらず、夜間でも CO2 濃度の低下による擬似的な

吸収域が存在しており、その場所や時間は明瞭ではない。原因自体は上層部の

低 CO2 濃度大気が下層に運搬されることによって起きる鉛直移流によるもの

であると考えられるが、これがいつどこで起きるのか、あるいは尾根と谷での

傾向の違いは明らかではなく、どこで測定を行っても夜間貯留 CO2 は斜面にお

いては地形の下部に抜けて行ってしまうと考えられる。  

ここまでで尾根－谷タワーの NEE が比較的高い類似性を持っていることが

明らかとなった、一方平坦ではない森林の特徴として、異なった地形でタワー

フラックス測定を行った場合においても、ほぼ同様な傾向で夜間呼吸量の過小

評価が発生すると考えられるため、この推定に関して尾根タワーのデータを用

いて解析を行う。  

 

3.2.2 u*しきい値に伴う推定尾根タワーの NEE の変動特性  

上記のように複雑地形上の森林においては夜間呼吸の大幅な過小評価が想

定されるため摩擦速度をしきい値にした、輸送が十分に行われているときの情

報を元に大気が安定状態で乱流変動法測定に適していないときの Flux を推定

する手法（u* フィルター）の適用を行った。  
図 3-12(A)に全データを用いた夜間の NEE（NEEnight）と 5cm 深度の土壌温

度（Tsoil）の関係を示す。NEEnight と Tsoil は大まかには指数関数的に地温の上

昇に対して呼吸量の増加を示すが大気安定時のエラーによりかなりのデータが

吸収側にまわっているのがわかる。これに対する図 3-12(B)が u*>0.4m s-1 にお

ける NEEnight と Tsoil の関係になる。図 3-12(A)と比較すると吸収側にまわって

いるデータが明らかに少なくなりより指数関数的な関係になっているのがわか

る。図 3-13 に NEEnight を Tsoil の指数関数で表し、u*しきい値の変化させた場

合の NEEnight の推定関数の変動を示す。  

NEEnight＝a exp(b Tsoil)         (3-9) 

 

u*しきい値を上げるに従い温度－呼吸量関数は単調増加で全ての温度帯にお

いて推定呼吸量を増加させるという傾向が得られた。平坦な斜面においては u*

しきい値を上げても関数が単調増加しない場合（Hirata et al.,2008）や、u*し 
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  図3-12 夜間CO2フラックスと5cm深さの地温の関係 （A)全データ (B)u*≧0.4m s-1
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(A) all data ,(B) u* ≧ 0.4 m s-1
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図 3-13 u*しきい値の変動に伴う地温－夜間CO2フラックス関数の変動
TsoilとNEEnightの関数はNEEnight=a*EXP(b*Tsoil) a,bはパラメータ

Change of  function between nighttime CO2 flux and soil temperature according
to u* threshold. Function between night time flux (Fnight) and soil temperature 

at 5cm depth (Tsoil) is  Fnight=a*EXP(b*Tsoil), a and b are parapeters
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きい値をわずかに上げただけでデータがほとんど失われてしまい温度－呼吸量

関係が有意に得られない（Nakai et al.,2009）場合などがあることと比較する

と、このような傾向は夜間呼吸量を推定するのには｢素性がいい｣ということが

できると考えられる。u*しきい値を上げていくと推定関数の相関係数は増加傾

向を示し、u*しきい値が 0.4m s-1 程度で r2 はほぼ一定となる（図 3-14×印）。

森林における u*しきい値は通常 0.2～0.4m s-1 程度に設定される場合が多く、

本研究において 0.4m s-1 を u*しきい値として用いるとするとその値はやや高い

値といえる。一方、しきい値によるデータの残存率（図 3-14〇印）を見ると

u*≧0.4 で 20%まで低下しており全体の 80%の夜間データが使用できないとい

うことになる。その結果として温度が高い（あるいは低い）時のデータが極端

に限られることになり、特に高温時の推定値はフラックスの絶対値が高いにも

かかわらず適切な推定値を設定できているかどうかがわからないということは

大きな問題である。式 3-9 に示された Exponential 関数を用いた温度－呼吸量

関係から呼吸量の推定を行う方法は関数のパラメータから Q10 値（温度が 10℃

上昇した場合の呼吸量の増加率）に代表される値を用いることによってサイト

間比較や年次変動などの評価がしやすいなどの理由でごく一般的に用いられて

いる。一方、特定のデータが欠落するなどの理由により対象とする群落の呼吸

量の傾向を十分に表すことができないという可能性がある。データの分布に偏

りがある場合の呼吸量推定の手法としては温度帯ごと（通常 1℃程度）の測定

された flux の平均値を用いてデータ内挿を行う Look Up Table 法 (e.g. 

Richardson et al.,2008, Li et al.,2005)や flux の時間変動のパターンを用いて

推定するカルマンフィルタ－法（Gove et al.,2006）などが提案されている。こ

こで本試験地における群落呼吸量－温度関係の傾向を概観するために局所重み

付け回帰関数（LOESS :locally weighted scatterplot smoothing）を用いた u*

しきい値毎の地温－呼吸量関係の分布を示す（図 3-15）。この回帰手法は複数

の二次回帰関数の組み合わせによって回帰を行うために、全体の分布を示すパ

ラメータは得られないものの、分布形状そのものを概観するのには有効である

（e.g. Hollinger et al.,1999）。これをみると指数関数回帰では見られなかった

高温時における呼吸量の減衰が予想される。呼吸量を規定する温度以外の要因

の取扱いに関しては５章以降のチャンバー法との比較によって行う。  
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図 3-14 u*しきい値の変化に伴う、温度－夜間CO2フラックスの指数関数近似時の相関係数（r2）の変動

と（図中×）、u*フィルターによるデータカットによって残るデータの割合の変化（図中○）

Variation in the correlation coefficient (r2) of the exponential regression (Cross plot) and in the proportion
of the data that passed through the u* filter according to the selection criterion (i.e., the value of the friction
velocity below which the data are rejected, which is the u* threshold; Circle plot).
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2000 年 1 月から 2002 年 12 月までの平均年間 NEE の u*しきい値に対する

変動を図 3-16 に示す。呼吸量推定関数が単調増加しているため、u*しきい値の

増加にともない推定 NEE は急速に減少し、u* Gap Fill をしない場合（-3.2tC 

ha-1 y-1）と比較すると u*≧0.4 で NEE は-1.23tC ha-1y-1 まで低下する。それ

以降 u*しきい値を上げていっても推定 NEE の低下は顕著ではなく（u*しきい

値 0.5 で-1.20tC ha-1 y-1）また u*しきい値 0.5 以上では解析可能なデータがほ

ぼなくなってしまう。u*Filter を用いて GapFill を行った場合と行わなかった

場合の月ごとの Gapfill の影響（図 3-17：u*しきい値は 0.4 に設定）は気温の

上昇に伴う推定呼吸量の上昇影響を受けやすい夏季（7～9 月）が顕著で 2000

年から 2002 年の平均値で 8 月の NEE は推定呼吸量の増大によりほぼ 0 近辺

まで低下している。これらのことから、本章では u*しきい値が 0.4 の場合の

NEE を山城試験地の NEE とし、次章以降において残りの２つの方法を用いて

NEP およびΔC との関係から、この u*しきい値と推定 NEE の妥当性の検討を

行っていく。  

 

3.2.3 タワー観測による NEE の季節変動  

 図 3-18 に 2000 年 1 月から 2002 年のタワーCO2 フラックスと日射、気温の

時系列変動（日データと５日移動平均値）を示す。各年において冬期は明確な

放出は認められずにほぼ０付近で推移し、４月の末から５月前半に急速な CO2

吸収の増加（図中ではマイナスに転ずる）傾向を示した。展葉に伴う NEE の

増加は試験地内の 10 カ所で得られた群落 LAI の平均値の季節変動と高い類似

を示しており（図 3-19）この時期の NEE の増加が落葉樹の展葉によるもので

あることが示唆される。NEE 季節変動のピークは展葉の終了した６月の前半か

ら７月前半までに訪れ、ピーク値はおよそ-5 gCO2  d-1 m-2 に達した。この値

は他の暖温帯の常緑、落葉広葉樹林における報告（ (e.g., McMillen et al., 

1988 ; Knohl et al., 2003)）や、近隣のフラックスサイトである桐生試験地（ヒ

ノキ林、Ohkubo et al.,2007）と比較するとやや小さな値を示した。その後気

温の上昇する９月前半まで緩やかに減少する傾向を示す。９月後半から 10 月

前半にかけて NEE は再びわずかに増加し１１月後半の落葉に伴って NEE はほ

ぼ 0 となった。推定された３年間の年 GPP は-9.88,-10.39,-10.53tC ha-1 y-1,Re 
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図 3-18 2000年1月から2002年12月までの(a)NEE（直線；5日移動平均、点線；日積算値）、(b)気温および日射
表は各年のNEE（CO2交換量）、GPP（光合成量）およびRe（生態系呼吸量）

Evolution from 1 January 2000 to 31 December 2002 of (a) CO2 exchange (NEE = eddy-covariance + storage term) and
(b) daily mean air temperature (Tair) and daily mean incoming shortwave radiation (Rshort). A solid line in (a) is daily mean 

NEE and a dash line is 5 days averaged NEE. NEE was calculated using data of ridge tower.  
Table shows annual  NEE GPP and Re from 2000 to 2002 at ridge tower.
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は 8.94,9.05,9.12tC ha-1 y-1 であった。そのため両者の差で算出される群落

NEE は-0.92,-1.34,-1.40tC ha-1 y-1 となった。平均 GPP (10.27tC ha-1 y-1)に対

する NEE（-1.23 tC ha-1 y-1）は 11.9%であり、これまで得られた様々な森林

における GPP-Re 比の報告（10～40%：Warning et al.,2010)と比較すると、こ

の値はこれらのほぼ下限であることがわかり、GPP に比べて非常に Re が高い

ことが理解される。これは山城試験地の気候が高温・多雨であるということが

環境因子影響となっていると考えられるが、群落内の様々な CO2 交換過程の特

徴がどのように組み合わさってこのような高い呼吸量を作り上げて、その結果

として群落内のどこに炭素が蓄積されていくのかを次章以降で議論する。  

 

3.3 まとめ 山城試験地におけるタワーCO2 フラックス特性  

複雑地形上に存在する森林において乱流変動法と貯留量測定を併用した

NEE の測定と、u*フィルターを用いた夜間呼吸量推定の妥当性の検討を、同一

群落に設置された２つの気象観測タワーを用いた CO2 フラックス測定によっ

て行った。尾根と谷の複雑地形上の特徴的な地点に設置されたタワーでの乱流

変動フラックスと貯留フラックスは個々のデータにおいてはばらつきを見せる

ものの時間平均を長く取ると両者はほぼ同様の傾向を示していた。2000 年の測

定開始段階では、平坦で広い交換表面を要求する乱流変動観測を複雑地形に適

用することに多くの疑問が上がっていたが、結果としては世界のフラックス観

測サイトの中でもかなり平坦ではない本試験地において、地形の異なる尾根と

谷のフラックスが同様の傾向を示したことは興味深い結果であった。気象観測

タワーの設置が必要であるという課題があるものの、測定を継続すれば時々

刻々の CO2 フラックス値を連続して得ることが可能なタワーフラックスが、複

雑地形上の森林においても適用可能であるということが理解されたというのは

一定の成果であろう。  

 一方、夜間の CO2 フラックスを検討してみると、この２つのタワーのフラ

ックスデータは、両方が良好に測定できていることを表しているわけではなく、

大気安定度が高い場合にはどちらのタワーも呼吸量が良好に測定できていない

ことを表していた。そのため本試験地のような複雑地形上に成立する森林のタ

ワーフラックス観測においては場所の選定による測定フラックスの違いよりも
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夜間のフラックス（呼吸量）の補正をどのようにかけるのかが大きな問題とな

ると考えられる。u*フィルターを用いたデータの選別において、決定された u*

しきい値は 0.4m s-1 とかなり高い値を示し、その結果として夜間データの約

80%は欠測として扱わざるを得ないと考えられた。2000 年から 2002 年の平均

年間 GPP、Re,NEE はそれぞれ-10.27,9.05,-1.23tC ha-1 y-1 となり GPP に対す

る NEE の割合は 11.9%と非常に小さい値を示した。しかし u*しきい値の選定

による NEE の変動は非常に高く、ここで設定した 0.4m s-1 という値の蓋然性

に関してはタワーフラックスのデータからその是非を結論づけることは困難で

ある。そのため本章ではタワーフラックスで求められた NEE を-1.23tC ha-1 y-1

とし、他の手法と比較することによりこの NEE 値および u*しきい値の妥当性

についての議論を行う。  
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4 章 バイオメトリック測定による炭素蓄積量（ΔC）の推定 
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4.1 方法 

本章においてはバイオメトリック法によって森林の炭素蓄積速度（ΔC）を

求める方法を記述する。正味の CO2 吸収量（-NEE=NEP）は系外への脱出が

無視可能であると仮定すると、結果として森林群落内に有機物の形で蓄積する

と考えられるため、ΔC= -NEE（NEP）となる。 

本研究においてΔC は次式で表される  
ΔC＝ΔW＋ΔS                                     (4.1) 

 ΔC :森林群落の炭素蓄積速度,ΔW :植物体への炭素蓄積速度、ΔS :森林土壌

への炭ｂ素蓄積速度、単位は全て tC ha-1 y-1 。  

ここでΔW は５年毎に行われる毎木調査と伐倒調査（4.1.1、4.1.2）によって

得られた DBH2H と地上部重量の関係を用いて算出される５年度ごとの地上部

バイオマス量(Wabove)の差と、地上部バイオマス量と地下部バイオマス量(根量)

の比（TR-ratio）（4.1.4）から推定した地下部量（Wbelow）の蓄積速度（ΔWbelow）

を足すことによって推定した。なお、炭素含有率は材に関しては全て 0.5（浅

野ら、1982）を用いることによって炭素ベース換算を行った。  

 ΔWabove=(Wabove（n）-Wabove（n-1）)/5           (4-2)  

 ΔWbelow=(Wn-Wn-1)*（1/TR-ratio)/5                     (4-3) 

ΔW=ΔWabove＋ΔWbelow                                               (4-4) 

 ΔS に関しては、森林群落内に存在する全ての枯死有機物（SOM）の蓄積速

度がΔS であり、これは地上部、地下部といった起源の違いや、枯死木（CWD）

から枯死枝、葉リターなどの異なった化学、物理形状を持つ有機物の発生－分

解収支の結果としての土壌炭素プール（S）の変動であり、さらに分解の過程

で動物遺体などの二次代謝生産物も発生するため、これら全ての測定を個別に

行うことは困難である。そこで本研究においてはΔS を担う基質の源として地

上部起源では CWD と fine litter の２つにわけそれぞれの蓄積量（CWD,Litter）
の変動（ΔCWD, ΔLitter））を用いてΔS の推定を行った。これは本試験地の

林床面に数多くの先駆樹種のアカマツの枯死木が存在しており、また現在も風

倒害などによる局所的な攪乱が多く発生しているため、定期的に発生する落葉、

落枝などの Fine Litter と変動が激しく、また長期にわたって群落炭素収支に

影響を与える CWD を別々に取り扱う必要があると考えたためである。  
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ΔS＝ΔCWD＋ΔLitter                                               (4-5)  

本来枯死有機物は幹や枝、葉さらには枯死根も粗根や細根など形状や存在位

置、化学特性の異なる数多くの要素によって成り立っておりこのような単純化

した取扱いは不十分である。しかし同様の単純化は Ohtsuka et al.,(2007)や

Etzold et al.,(2011)においても見られ、現状では枯死有機物の取扱いには何ら

かの単純化はやむを得ない。  

ΔCWD は CWD の発生量（PCWD）と分解によって放出される炭素量（RCWD :

枯死木呼吸量）の差から推定された（4.2.3）。  

ΔS は直接測定することが困難であるが、山城試験地においては過去にはげ山

であった歴史があり、また植裁が発生した時期も特定されているため、植生発

生時の土壌炭素蓄積量（SOC）を 0（1900 年時点）であると考え、これと 2001

年に試験地内 18 カ所で行われた土壌調査による SOC の測定値（30.0tCha-1）

から Roth-C モデルを用いて推定した（4.2.2）。  

 
4.1.1 毎木調査  

 山城試験地におけるバイオマス変動量調査はタワーフラックス測定が開始さ

れる以前の 1994 年から 5 年ごとに行われている。第一回の毎木調査を始める

前年の 1993 年 12 月、山城試験地流域（1.7ha）を 25m2（5m×5m）のメッシ

ュ方形区 680 個に区分した。小流域としての試験地面積は 1.6ha であるが植生

調査プロットは流域をメッシュで覆うために尾根の境界線をやや超過した調査

区を設定した。また小径木の調査のために、2001 年に試験地内に、85m×20m

（0.17ha）の調査区 A を設定した（図 4-1(A)）。調査区 A は試験地の両端の尾

根と尾根を横断しており、ほぼ中央部には沢が北東から南西に向けて存在する。

また沢の西側は比較的凹凸の少ない斜面からなるのに対し、東側は小凹凸のあ

る斜面からなる。  

 1994、1999、2004、2009 年 10 月～11 月に、試験地の全方形区内に出現す

る胸高直径（DBH ）3cm 以上の全個体（つる植物を含む）について樹種と DBH

の測定が行われた。また、1999 年 11 月に、3cm≦DBH の全林木から最大樹高

の個体を含む 241 個体（つる植物を除く）を任意に選び、樹高（H ）を測定し

た。この DBH と H から、以下に示す拡張相対成長関係を用いて H の推定式を  
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作成した。  

           
max
111

HaDBHH b                           (4-6)                                

ここで、H max は試験地内の最大樹高を示し、a と b は森林ごとに決まる定数

である。  

 2001 年 5 月には調査区 A において、1cm≦DBH＜3cm の全個体（つる植物

を含む）について、樹種と DBH を測定した。また調査区 A 内の 85m×5m 区

域内の 230 個体（つる植物を除く）については H も測定した。本試験地の DBH

＜3cm の樹木は、複数の地上茎が叢生して生えている株立ち状態のものが多い。

そのため、株から地際で分かれている地上茎の 1 本ずつを主軸とし、胸高より

下部で分枝している場合には、最も直径の大きい地上茎を主軸とし、それ以外

を枝として扱った。DBH は主軸と枝の両方で測定し、H は主軸についてのみ測

定した。つる植物については地際直径(D0)も測定した。DBH と H から、以下に

示す単純相対成長関係を用いて、H の推定式（つる植物を除く）を作成した。 

           baDBHH                                 (4-7) 
ここで a と b は森林ごとに決まる定数である。  

 

4.1.2 伐倒調査  

 DBH を基本情報としたバイオマス量と成長量の相対成長関係による推定式

を作成するため、試験地に隣接する林分において伐倒調査を実施した。3cm≦

DBH の樹木については 20 種（落葉広葉樹 9 種、常緑広葉樹 8 種、針葉樹 3 種）

46 本を選び試料木とした。試料木に地際より 0.3m と 1.3m（胸高）の位置に

印を付け、それぞれの直径を測定した後、地際より伐倒した。伐倒木の H、生

枝下高（ＨＢ）、生枝下直径（DB）を測定し、地際より 1.3m の位置より 1m 間

隔で梢端まで幹直径を測定した後、幹と枝を切り分けた。幹は地際より 0.3m

以降 1m 間隔で切断し、それぞれについて生重量を測定するとともに、各層毎

に乾重測定用のサンプルを採取した。枝は太さによって大、中、小、葉つき小

枝の４サイズに切り分けて生重を測定し、それぞれについて乾重測定用のサン

プルを採取した。葉つき小枝のサンプルは、当年葉、旧年葉、当年枝、旧年枝、

花・果実に分けてそれぞれの重量比を求め、葉つき小枝全体の生重に乗じて各
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部の生重とした。各乾重測定用サンプルを 95℃で十分に乾燥させた後、乾物率

を求め、生重に乗じて乾重を求めた。葉については乾燥前にサンプルの葉面積

を測定して比葉面積（葉面積／乾重）を算出し、この比葉面積から試料木全体

の葉面積を求めた。  

成長量解析のために、幹については地際、0.3m 高、以降 1m 間隔で年輪サンプ

ルを採取し、枝については大、中、小の各サイズから 5 本ずつ年輪サンプルを

採取した。各年輪サンプルについて年輪解析を行い、幹については円錐台を仮

定して当年成長部分の材積比率を求め、それを各層毎の幹の乾重に乗じて当年

成長部分の乾重とし、それらを合計して試料木全体の幹の成長量とした。枝に

ついては当年部分の断面積成長率を求め、それを各サイズの枝の乾重に乗じて

当年成長部分の乾重を算出し、これらを合計したものに当年枝の乾重を加えて

試料木全体の枝の当年成長量とした。葉については当年葉の乾重を当年成長量

とした。以上の調査は、常緑樹 24 本については 2000 年 11 月に行い、落葉樹

22 本については 2001 年 9 月に行った。  

 1cm≦DBH＜3cm の樹木については、11 種（落葉広葉樹 5 種、常緑広葉樹 6

種）20 本を選び試料木とした。試料木を地際より伐倒した後、H と DBH を測

定した。DBH 以下で分枝しているものに関しては、主軸の DBH と H を採用し、

主軸単位を 1 個体として扱った。伐倒した試料木は幹、枝、当年葉、旧年葉に

分別し、それぞれ生重を測定した。葉はサンプルを採取して葉面積を測定した。

その後、95℃で十分に乾燥させ乾重を測定した。 

 成長量は次のようにして算出した。幹については地際、0.3m、以降 0.5m 間

隔で年輪解析を行い、円錐台を仮定して材積比率を求め、それを乾重に乗じて

当年成長量を求めた。枝については、太さにより 4 サイズに階級分けし、それ

ぞれ 5 本程度ずつ年輪解析を行い、断面積成長率を求め、それを各サイズの乾

重に乗じて当年成長量を算出した。これに当年枝の乾重を加えて試料木全体の

枝の当年成長量とした。葉については当年葉の乾重を当年成長量とした。調査

は 1999 年秋及び 2000 年秋、2001 年秋に行った。 

 3cm≦DBH と 1cm≦DBH＜3cm のそれぞれについて、バイオマス量と成長量

を推定するための単純相対成長式（（4-8）式）を作成した。  
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baXY                                                    （4-8） 
 

 相対成長式の従属変数（Y）には、各器官の乾重（W）や成長量（ΔW）、葉

面積（LAI）あるいは地上部全乾重（Wabove）や地上部全成長量（ΔWabove）を

選んだ。独立変数（X）には、3cm≦DBH については DBH と DBH 2H を用いた。

さらに枝重（WB）と葉重（WL）の相対成長式には、パイプモデルからよく用

いられる DB2 も採用した（小見山ら，2002）。  

1cm≦DBH＜3cm についても DBH と DBH 2H を独立変数に用いた。いずれの場

合も最小二乗法によりパラメータ a、b を決定した。これらの相対成長式は、

樹種タイプ別（落葉広葉樹・常緑広葉樹・針葉樹）に作成するとともに、全種

共通の式も作成した。  

 つる植物については 4 種 24 本を選び試料木とした。試料木を地際より伐採

した後、DBH と樹長（L）を測定した。伐倒した試料木は幹枝と葉に分別し、

幹枝は当年生の部分を切り分け、それぞれ生重量を測定した。葉はサンプルを

採取して葉面積を測定した。その後、95℃で十分に乾燥させ乾重を測定した。

調査は 2000 年秋及び 2001 年秋に行った。  

 つる試料木の DBH と L から、以下に示す単純相対成長関係を用いて、L の

推定式を作成した。  

           

 baDBHL                                                （4-9） 
ここで a と b は森林ごとに決まる定数である。  

 つる植物のバイオマス量を推定するための単純相対成長式（（4-8）式）を作

成した。従属変数（Y）には、各器官の乾重（W）や葉面積（LAI）、地上部全

乾重（WT）を選んだ。独立変数（X）には、DBH や DBH 2L、D0、D02L を用

いた。つる植物は年輪を読むことが困難で肥大成長量を測定することができな

かったため、成長量の推定は行っていない。  

 

4.1.3 ファインリター量調査  

 試験地内に 20 個の方形リタートラップ（0.9m×0.9m）を地上 1m の位置に

設置した。リターの回収は月 1 回行い、回収したリターは樹種と器官ごとに分



77 
 

別し、乾燥器で乾燥させた後、乾重を求めた。調査は 1999 年 9 月～2002 年 8

月に行った。回収されたリターには枝などの比較的大型の有機物も含まれるが

本研究においては枯死木との対比としてファインリターを取り扱うために、リ

タートラップで測定されたリターフォール量をファインリター生産量と考えた。 

 

4.1.4 試験地全体のバイオマス量と成長量、葉面積の推定  

 本調査で求めた相対成長関係は、調査期間中に変化がないものと仮定し、こ

の関係を毎木調査で得られた試験地内の全個体の DBH に適用し、試験地全体

のバイオマス量及び成長量、葉面積を算出した。現在のところ本試験地では D

０の測定は行われておらず、また H も一部の個体でのみ測定されているだけな

ので、3cm≦DBH と 1cm≦DBH<3cm の林木及びつる植物のいずれにおいても、

相対成長関係の独立変数には DBH を用いた。3cm≦DBH の林木のバイオマス

量の計算には、1994 年と 1999 年の毎木調査結果を適用し、成長量と葉面積の

計算には 1999 年の毎木調査結果を適用した。枯死量（PCWD）は 1994 年の毎

木調査時に生存し、1999 年の調査時には枯死していた個体について、1994 年

調査時の DBH から算出した。3cm≦DBH のつる植物のバイオマス量の計算に

は、1999 年の毎木調査結果を適用した。3cm≦DBH と 1cm≦DBH<3cm の林木

のバイオマス量及び成長量、葉面積の計算には樹種タイプ別の式と全種共通式

の両方を用いた。  

4.1.5 地下部バイオマスの推定  

地下部バイオマス（根量）の推定は地上部と同様にサンプル木の根全体を堀

り上げ、その重量を測定する方法（4.1.5.1 参照）と、ブロックサンプリング法

による細根量の推定（4.1.5.2 参照）を併用した。 

 

4.1.5.1 抜根による根量の測定  

DBH が 1.4cm から 30.7cm までの 15 本の樹木について全木掘り下げによって

地下部バイオマス測定が行われた。2000 年 11 月および 2001 年 9 月にサンプル

木の地上部を伐倒し，3 点固定式チェーンブロックを用いて根を掘り上げた。

掘り上げに際しては，根を切らないように注意し，切れた根は別に採取して全

体の構造を再現した。掘り上げた根は水洗して土壌を除去した後 95℃で 48 時
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間乾燥させ，乾燥重量を求めた。これらサンプル木の地上部については DBH，

地際直径（D0: cm），樹高および地上部乾燥重量を測定した。また検土杖を用い

て基岩までの深さを測定し，これをサンプル木が生育していた土壌深とした。

採取した根は d ≧ 2 mm の部分について根直径（d: mm）を根株側から 5cm 間

隔で測定した。サンプル根の根表面積の分布は，5 cm ごとの円柱を仮定して求

めた。根重量の分布に関しては，5 cm ごとの円錐台の連続として求めた体積の

分布と個体ごとの平均重量を用い，密度は一定であると仮定して算出した。ま

た風倒したソヨゴ（Ilex pedunculosa）を大型根系のサンプル木として利用した。

この個体は根がえりによる損失部分がみられたため，損失重量の推定用に，同

ソヨゴ個体から太さを考慮して根サンプルを選び（直径 7.0-34.7 mm; n=23）こ

の根サンプルの切断面の直径（ds: mm）と切断位置から先端までの根重量（RWs: 

g）の関係式  

 

RWs=0.0738ds2.4652             （r2=0.66）              （4-10） 

 

を作成し，損失された根の切断面の直径を代入して損失部分を推定した。な

お，この根に関しては，損失部分があるため直径計測による根表面積を測定し

ていない。  

 

4.1.5.2 土壌ブロックサンプリング法による根重量および根表面積の測定  

上述の抜根調査では全ての細根をサンプリングすることはできない。一方、

通常、細根・小径根などの小根は林内での分布が比較的均一であることから，

一定量の土壌ブロックサンプリングによって単位面積あたりの根バイオマス量

を求めることができる（苅住，1979）と考えられる。この方法で，直径の小さ

い根の根バイオマス量および根表面積を推定するため，試験地内において 2002

年 10 月に，平均的な土層深を持つ 10 ヶ所を選定し，内径 20 cm，高さ 15 cm

の塩ビ製の筒を用いて土壌ブロックを採取した。ほとんどの場所で A 層は 10 

cm を超えない厚さであったため全層を採取し，また B 層については 0-10，10-20，

20-30，30-40 cm の 4 層を採取し，各層の根重量および根表面積の算出に用いた。

ただし基岩に到達した 1 ヶ所については 3 層を採取した。採取した土壌は，2 mm，
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600 μm，180 μm のふるい上で水洗し根を取り出した。直径 5 mm 以下の根

を採取し，Vogt et al.（1991）に拠り，硬さ，芯の有無，色により生死を判別

した。生きている細根については直径を測定して d ＜ 2 mmと 2 ≦ d ＜ 5 mm

の 2 つの直径階級に分けた。これら 2 階級の細根と枯死根のそれぞれについて

土壌深ごとに乾燥重量を求めた。また，d ＜ 2 mm の根の表面積については，

試験地内の落葉広葉樹を代表してコナラ（Quercus serrata），常緑広葉樹を代表

してソヨゴ（Ilex pendunculosa）の細根を表面積推定用サンプルとして別途掘り

取った。Ishii and Dannoura（2004）による方法を用いて，スキャナーで細根の

画像を読み取り円柱を仮定して細根表面積を算出し，細根重量から表面積を推

定する式を作成した(檀浦ら、2006)。 

 

4.1.6 枯死木現存量と発生量の推定  

4.1.6.1 枯死木発生量の測定  

試験地内の枯死木バイマスは発生量に関しては５年ごとの毎木調査によっ

て測定した。これに加えて、2000,2001,2002,2003 年 10 月に毎木調査で記録

された個体に関して枯死判別調査を行い、1999,2000,2001,2002,2003,2004 年

の年ごとの枯死木発生量を測定した。2001,2002,2003 年の調査では枯死木の立

ち枯れ、倒伏の別を記録した。ここで倒伏と表現される枯死木は地面に接して

いる個体を示し、掛かり木として空中に存在しているものは立枯木と定義した。 

 

4.1.6.2 枯死木現存量の推定  

試験地内は 25m（5m×5m）の方形区 680 個（1.7ha）に区分されており，

その中から 2003 年 10 月に，広さの異なる 3 つのプロットを設定し，枯死木現

存量の調査を行った。そのプロットを A，B，C とした。プロット A の面積は

試験地全体の 1.7ha で，直径が 10cm 以上の枯死木が対象である（図 4-2（A））。

プロット B は面積が 0.188ha で，対象木は直径が 7cm 以上 10cm 未満の枯死

木である（図 4-2（B））。プロット C は面積が 0.045ha で，ここでは直径が 3cm

以上 7cm 未満の枯死木を対象にした（図 4-2（C））。調査時には調査区内に存

在した枯死木の樹種，直径，長さ，腐朽度，存在状態を記録した。樹種は判別

が可能である場合に記録した。直径は枯死木の中央部を測定し，長さは全長を  
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測定した。分枝しているものは，分枝の中央直径が調査対象の大きさであれば

他の枯死木と同様に直径，長さ，腐朽度，存在状態を記録した。樹高が 2m 以

上の立枯木については，胸高直径を測定し，測竿を基準に目測から樹高を測定

した。腐朽度は Sollins et al. （1982）を参考に判定基準を決定した。存在状

態は倒伏と立ち枯れの別を記録した(Jomura, et al. 2007)。 

 

4.1.7 試験地の NPP の推定  

 つみあげ法による地上部純一次生産量（NPP）は（4-11）式から求められる

（吉良，1976；只木・蜂屋，1968；依田，1971）。  

       GLWNPP                                    （4-11） 

ここで、ΔW は 2 度のバイオマス量調査期間中のバイオマス量増分、ΔL は同

期間中の枯死脱落量、ΔG は同期間中の被食量である。本研究ではΔW を地上

部と地下部に分けて推定し（ΔWabove、ΔWbelow）、つぎにΔL を枯死木発生量

（PCWD）と地上部リター発生量（Plitter-above）と地下部リター発生量（Plitter-below）

にわけてそれぞれの量の推定を行い NPP の算出を行った。Plitter-above は 4.1.3

のリタートラップによる実測値から年積算 Plitter-above を推定した。Plitter-below

に関しては実測が困難であったためサンプリング法を用いて推定した

Plitter-below 起源の枯死根呼吸が含まれていないと考えられる根呼吸と土壌呼吸

の比と、長期自動チャンバーを用いた細根リターの分解を含んだ根呼吸量と土

壌呼吸の比の差から Plitter-below 相当分の炭素量を推定した（5.2.4 参照）。  

NPP=ΔWabove＋ΔWbelow＋PCWD＋Plitter-above＋Plitter-below      (4-12) 

 なお被食量（ΔG）に関しては測定を行っていないため、本研究においては考

慮に入れていない。  

 

4.1.8 Roth-C モデルによる土壌炭素蓄積速度（ΔS）の推定  

群落内の炭素蓄積量変動（ΔC）を求めるためには植物体への炭素蓄積（ΔW）

と並んで土壌炭素蓄積の変動量の推定が必要となる（ΔS）。通常この値を求め

ることは非常に困難で Curtis et al.(2002)によるアメリカの５カ所の森林フラ

ックスサイト間比較においても Hervard Forest(0.2tC ha-1y-1,Trettin et 
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al.,1999)のみが 21 年間の土壌炭素蓄積測定からΔS を推定に成功しているが、

その他の林分に関しては遷移の状況から（つまり長期にわたって林分が存在し

ており短期的な変動は大きくないという仮定に基づき）、ΔS をゼロと見なして

いる。このような仮定の根拠として、Schilesinger et al.(1999)の全球陸域生態

系のΔS が NPP の 0.7%程度しかないという指摘や、IPCC AR4(2007)におけ

る全球陸域生態系 GPP に対する NEE が約 1%と推定されていることなどがあ

る。陸域生態系の炭素蓄積は長期あるいは広域においてはその多くを土壌炭素

が担っているもののその値はかなり小さいという推論がその背景にあると考え

られる。一方個別の研究においては、崩壊回復地における高いΔS（0.44 と

0.63tC ha-1y-1）も記録されており（前迫ら,2003）、個別の生態系に応じた高い

変動がある可能性がある。  

本研究においては 1900 年初頭まで試験地森林がはげ山あったこと、1970 年

代末から 1980 年初頭までアカマツ林であったこと、その後の遷移でコナラが

優占木化し現在の森林になっていることを前提として、1900 年の SOC（土壌

全有機炭素量：Soil Organic Carbon）をゼロと仮定し、2001 年の SOC（30.0tC 

ha-1）への土壌への有機物配分を 2 回分（アカマツ、コナラ）の群落成長が行

ったと仮定して有機物蓄積モデル（Roth-C ver. 24.4）を用いてΔS の推定を行

った。  

Roth-C モデル(Coleman and Jenkins, 1996)は英国のローザムステッド農業

試験場において１５０年を超える農地の長期運用試験を経て開発された土壌炭

素動態モデルで、基本構造は農耕地において適用されたが、その後森林を含む

多くの生態系に拡張され(e.g. Liski et al., 2005)、また熱帯から亜寒帯にいたる

までの広域での検証が行われている(e.g. Fang et al,,2005)。月別の降水量、気

温、土壌の Cray 含有量、投入される有機物（葉リターや CWD）の量および易

分解性有機物と難分解性有機物の比（DPR/RPM）などがわかれば土壌の炭素

量の変動を推定可能であり、他のモデルと比較するとシンプルでパラメータが

少ないために運用が比較的容易であるという特徴を持つ。  

このモデルは土壌有機物を５つのコンパートメントに分け（易分解性有機

物：Decomposable Plant Material (DPM), 難分解有機物：Resistant Plant 

Material (RPM), 微生物バイオマス：Microbial Biomass (BIO)、腐食：
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Humified Organic Matter (HUM) 不動態化有機物：Inert organic matter  

  

DPM RPM BIO HUM IOM

*Plant
residue 

CO2

*Manure

First order decay process

a(T) ：temperature
b(W)：moisture 
c(P) ：plant cover
k(y-1)：potential decay rate

YkPcWbTatI
dt
dY

 )()()()(

図 4-3 ΔS推定のためのRoth-Cモデルの概念図
Scmatic diagram of Roth-C model for estimating ΔS

DPM:易分解性有機物(Decomposable Plant Material 
RPM:難分解有機物(Resistant Plant Material 
BIO:微生物バイオマス(Microbial Biomass) 
HUM:腐食(Humified Organic Matter ) 
IOM:不動態化有機物(Inert organic matter )
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(IOM)）、系内に投入される有機物（Plant residue:リター、Manure：肥料）が

それぞれのコンパートメントに配分されながら分解が進行することにより各コ

ンパートメントの増減や CO2 放出量が推定される。各コンパートメントの分解

は固有のポテンシャル分解率(k)をもち、これに温度 a(T)、水分状態 b(W)、植

被状態（c(P)）に応じた制限がかかることによって月毎の分解量が推定される。

ΔS 推定については Biome-BGC に代表される森林生態系内の全コンパートメ

ントの動態推定を行い、その一部としてΔS が推定されるモデルも存在するが

本研究においては、ΔC の推定においてバイオマス変動などは実測値を用いる

ため推定値をΔS のみに絞ることができる Roth-C モデル(図 4-3)が適当である

と考えた。  

2001 年に試験地内の 18 カ所において土壌サンプルを採取し N/C アナライザ

によって炭素濃度の測定を行い、この値を山城試験地のこの時点での SOC と

考えた。試験地内の土壌炭素分布は空間変動が大きく地形に高い影響を受ける

が、18 カ所での SOC データは個々のサンプリング位置での土壌深と高い相関

を示していたため、試験地内 120 カ所で土壌深測定を行い、それぞれの推定

SOC を平均することによって群落平均 SOC（30.0tC ha-1）とした。  

群落の成長に伴う葉リターと根リターの投入量は植生バイオマス量に線形

的であると仮定して推定した。すなわち地上部は後藤ら(2003)による地上部バ

イオマス（Wabove）の 5.3%の、地下部は Dannoura et al.(2006)による Wabove の

1.2%（Wabove の 5.2%）がそれぞれ地上部および地下部 FineLitter として毎年

供給されると仮定した。植生の長期成長推定については 2003～2005 年に行わ

れたアカマツとコナラの年輪解析からアカマツの植生の開始時期を 1910 年、

コナラの植生開始時期を 1960 年と仮定しアカマツは 1980 年まで、コナラは推

定を行った 2001 年まで直線的に成長したと仮定して推定を行った。1980 年時

点でのアカマツのバイオマスは不明であるため、この最大アカマツバイオマス

量をパラメータにして繰り返し演算を行い 2001 年時点での SOC が 30tC ha-1

となるようにアカマツの成長関数を設定した。アカマツのマツ枯れによる枯死

の発生は 1975 年から 1984 年の間に起こったと考え、その間のアカマツの枯死

率をそれ以外の時期の 20 倍であると仮定した。必要な気象データ（月降水量

と月平均気温）は 2000 年から 2004 年までは山城試験地の気象データを 1978
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から 1999 年までは近隣のアメダスデータ（京田辺、試験地から約 8km 南西）

1904 年から 1978 年までは京都気象台のデータを用い、それぞれ 2000 年から

2004 年の山城試験地の測定値に対して直線的な関数で推定関数を仮定して山

城の気象情報とした。土壌中に含まれる粘土成分の含有量は母岩が花崗岩であ

り、土壌形成が進んでいないために砂質土壌のパラメータ群を用い、DPM/RPM

比は Roth-C モデルにおける森林（WoodLand）のデフォルト値である 0.25 を

用いた。  

 

4.2 結果と考察  

 

4.2.1 バイオメトリック法による ΔW と NPP 

4.2.1.1 地上部バイオマスおよび ΔW の推定 

Loescher et al.(2007)はバイオメトリック法における測定誤差の要因として、

観測サイトでの DBH および H からバイオマスを推定するアロメトリー式にお

いて、サンプルが十分でない、あるいは他のサイトからの推定式を流用してい

る場合がある、さらに地下部に関しては T/R 比（地上部－地下部比）が実測さ

れる場合が非常に少ない、ことを挙げている。本試験地で行った落葉広葉樹、

常緑広葉樹、針葉樹の地上部アロメトリー式（図 4-4）においては DBH2H と地

上部バイマスは非常に高い相関を示した。しかしパラメータ（図 4-4 内の表）

はそれぞれの樹種タイプによって異なっていたため、別々の取扱が必要であっ

た。また地下部バイマスに関しても D0と根量の間には高い相関があり（図 4-5）

成長に伴うアロメトリー式の変動がないと仮定すれば、試験地バイオマスは良

好に推定可能であると考えられる。また D0－地下部バイオマス関係においては

樹種依存性を見つかることができなかった。1999 年の試験地の地上部バイオマ

スは 52.18±1.04tCha-1 であった。2004 年とのバイマス差から算出した年平均

地上部バイオマス増加量は 1.08 ±0.02tC ha-1 y-1 となった（Goto et al.,2003）。

本研究での ΔW はこの 1999-2004 年におけるバイオマス値を用いる。  

 

4.2.1.2 地下部バイオマス  

粗根量推定において樹高は用いられず、D0（地際直径）のみによるアロメト  
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  相対成長関係（ Y = ａＸ b  ）のパラメータと決定係数（r 2）（3cm≦DBH）

Parameters for allometric relationships ( Y  = ａＸ b  ) and coefficients of determination ( r 2 ）( 3cm≦DBH  ).

W T DBH 落葉広葉樹式 Deciduous 0.043 2.76 0.997

（kg） DBH 常緑広葉樹式 Evergreen 0.132 2.44 0.987
DBH 針葉樹式 Conifer 0.223 2.11 0.998
DBH 全種共通式 Common 0.0573 2.64 0.928
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図4-4 地上部バイオマス推定のためのDBH2HとWT
の関係（アロメトリ式）とパラメータ

Allometric relationship between DBH2H
and  total above ground biomass for deciduous 
broadleaved trees, evergreen broadleaved trees
and coniferous trees.  
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リー式を用いた。本研究においては直径 5mm をしきい値にして 5mm 以上を

粗根としてアロメトリー式からそれ未満を細根として取扱いブロックサンプリ

ングの平均値を用いた。粗根推定のアロメトリー式における D0－粗根量（直径

≧5mm）関係は樹種が多種にわたっていたにもかかわらず高い相関を示した（図

4-5-A,r2=0.99）。  

用いられたアロメトリー式は次式である。  

Broot=12.29D02.3885            (4-13)  

Broot：地下部バイオマス乾燥重量(kg) , D0 :地際直径(cm)  

また毎木調査においては D0 の測定を行っていないため 2001 年に行われた

伐倒調査によって得られた DBH-D0 関係から D0 を推定している。  

D0=1.10DBH1.0544        (r2=0.98)              (4-14)  

 D0 :地際直径(cm) , DBH  :胸高直径(cm)   

 

推定地下部バイマスは 1999 年時点で粗根と細根でそれぞれ 9.86±0.79 、

1.84±0.15t C ha-1 であった。推定された地上部－地下部比（TR-ratio）は 4.36

（地上部に対する地下部の比が 22.9%）となった。Jackson et al.,(1996)によ

る地下部バイマスに関するレビューでは温帯林における平均地下部バイオマス

量を 42tC ha-1 と、本試験地の地下部バイマス量よりもかなり高い値を報告し

ているが、一方平均的な TR-ratio を 4.35 としている。TR-ratio はほぼ同等な

がら地下部バイオマスだけが少ないため、本試験地の林齢が比較的若く地上部

バイオマスが小さいということが根量に影響を与えたという単純な結論が想定

される。  

根バイオマスの直径階級分布(図 4-5(B))をみると d ＜ 2 mm および 2 ≦ d 

＜ 5 mm の根バイオマス量はそれぞれ全体の 15.8%，10.1%と多くはない。し

かし RAI（Root Area Index:土壌面積に占める根表面積の割合）はそれぞれ全

体の 75.1%，13.7%と大きな部分を占める。一方 d ≧ 50 mm の根バイオマス

量は 43.9%を占めるが RAI は 3.6%にすぎない。このようにバイオマス量では

約 1/4 程度である d ＜ 5 mm の細根が表面積では大部分を占めていた。本研

究において ΔW 推定にもちいる地下部バイマスは TR-ratio=4.36 を用い、時間

の変化によって TR-ratio は変動しないと仮定した。 
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4.2.1.3 地上部ファインリター発生量（Plitter-above） 

図 4-6 にリター量の季節変化を示した。年間リター量は 1999 年 8 月～2000

年 9 月が 2.64 tC ha-1、2000 年 8 月～2001 年 9 月が 2.57 tC ha-1、 2001 年 8

月～2002 年 9 月が 2.54 tC ha-1 で、3 年間の平均値は 2.58 tC ha-1 であった。

落葉樹葉と針葉は 10～12 月にピークが見られるが、常緑樹葉は春と秋の２回

ピークが見られた。全リター量に占める落葉量の割合は、1 年目が 71％、2 年

目が 63％、3 年目が 64％であり、同じく落枝量の占める割合はそれぞれ 9％及

び 12％、 14％であった。本研究における地上部リターフォール供給量

（Plitter-above）は 2000 年 9 月から 2002 年 9 月までの平均値 2.58 tC ha-1 を用

いた。(図 4-6) 

 

4.2.1.4 枯死木蓄積量（CWD）および発生量（PCWD）  

 全枯死木の蓄積量（CWD）は 9.3tC ha-1 であり、地上部バイオマス量 44.5tC ha-1

（後藤ら,2003）の 21％に相当した。枯死木の蓄積量のうち、立枯木が 5.61tC ha-1、

倒伏木が 3.69tC ha-1 で立枯木の方が多く、蓄積量全体の 60%を占めた。枯死木の

蓄積量のうち、落葉広葉樹は 20％、常緑広葉樹は 6％、針葉樹は 74％を占め、針葉

樹が最も多かった。中でもアカマツの枯死木が最も多く、蓄積量全体の 73%(6.8tC 

ha-1)を占めた。立枯木、倒伏木どちらも、落葉広葉樹、常緑広葉樹、針葉樹の割合

は、蓄積量全体に対する割合とほぼ同じであった。1994 から 1999 年までの枯死木の

年平均発生量（PCWD）は 0.95tC ha-1 yr-1 であり、地上部バイオマス量 44.5tC ha-1

（後藤ら,2003）の 2.1％、枯死木蓄積量 9.5tC ha-1 の 10.2%であった。発生量のうち、

落葉広葉樹の占める割合が最も大きく、65%であった。常緑広葉樹、アカマツを含まな

い針葉樹、アカマツの割合はそれぞれ 17,1,17%であった。1999 から 2004 年までの

枯死木の年平均発生量は 0.61tC ha-1 yr-1 であり、前 5 年平均値に比べて低下した。

1999-2004 年の枯死木発生量のうち 89%が立枯木として発生した。また、立枯木が倒

伏することによる倒伏木の発生量は、生存木が枯死して直接倒伏することによる発生

量とほぼ同じであった。1999-2004 年の 5 年間における枯死木発生量の平均値は

0.61tC ha-1 yr-1 であるが、2001 年と 2004 年の発生量はそれぞれ 0.3,0.9tC ha-1 

yr-1 であり、平均値の約 50-150%の年変動を示した。この変動幅は枯死木蓄積量の 
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図 4-6 2000-2002年の月平均リターフォール量
Monthly mean litter input from 2000 to 2002
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3-10%に相当した。本研究では 1999 年～2004 年の枯死木発生量（PCWD）は 0.61tC 

ha-1 yr-1 を用いて以降、枯死木の炭素収支の検討を行う。 

 

4.2.1.5 ΔW および NPP の推定  

 

1999 年から 2004 年の平均 NPP と ΔW は 

NPP=ΔWabove＋ΔWbelow＋PCWD＋Plitter-above＋Plitter-below 
   ＝1.08＋0.22+0.61+2.58+0.58=5.07±0.60 tC ha-1 y-1            (4-15) 

 

ΔW=ΔWabove＋ΔWbelow 
  =1.08+0.22=1.20±0.03 tC ha-1 y-1                                          (4-16) 

NPP:山城試験地での NPP（1999～2000 年の年平均値）、ΔWabove：地上部

生産量（生存分）、ΔWbelow：地下部生産量（生存分）、PCWD：枯死木発生

量、Plitter-above：地上部ファインリター生産量、Plitter-below：地下部ファイ

ンリター生産量  

となった。推定誤差はアロメトリー式の誤差から算出した。  

地下部ファインリター（Plitter-below）に関しては、次章（5.2.3）において推

定されたサンプリング法によって得られた細根ターンアラウンドを考慮に入れ

ない根呼吸の土壌呼吸に対する比（37%）と、自動チャンバーを用いて推定さ

れた細根リターからの分解呼吸を含めた根呼吸（5.2.4）の土壌呼吸に対する比

（47%）の差（10.4%）を、年間の土壌呼吸（5.81tC ha-1 y-1）に乗じることに

よって推定している。森林の炭素循環の中にしめる細根の生産（細根は葉と同

じように回転していると仮定し生産量はアロメトリー式から推定するバイオマ

スとは独立して算出する）を直接算出して NEP や ΔW に組み込んだ例は非常

に限られる。日本においては Ohtsuka et al.,(2007)が高山のミズナラ林におい

てミニライゾトロンを使った結果（Satomura et al.,2006）を用いて 1.8tC ha-1 

y-1 と結論づけており、また Etzold et al.,(2011)はスイスの２林分（広葉樹と針

葉樹）比較でこの値を 0.72、1.33 と報告している。これらの値と比較すると本

研究における細根生産量はやや低い値を示しているが、定量が非常に困難な領

域であり手法依存性も含め今後の研究の進展が望まれる。本試験地においても
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フラットヘッドスキャナなどを用いた取り組みや（e.g. Dannoura et al. 2008）、

サンプリング法による枯死根の分解の定量化（Matsumoto et. al.,2010）など

が行われているが高い空間変動と測定の労力が問題となり、個別の情報を群落

に拡張することが難しいと言わざるを得ないのが現状である。地下部生産に伴

う根リターの発生量は土壌呼吸から推定される有機物分解呼吸（Rh）との差分

値によって土壌炭素蓄積変動量（ΔS）に大きな影響を与える。しかし地上部

で葉とそれ以外を別々の取扱いをしているように地下部においても粗根と細根

は通常 2mm 前後の直径を境界にしてそれ以下を細根としているが、その境界

は明瞭ではない。本試験地においてもサンプリング法による根呼吸観測から、

コナラにおける細根（これが直接回転率に関係しているわけではないが）相当

の直径境界が 0.2mm オーダーではないかということなどが示唆されており

（Makita et al.,2009）,その定義を含めた取扱いによって細根生産量が大きく

変動する可能性があることを指摘しておく。  

NPP の絶対値に関しては、古くは Kira(1978)が日本森林の地上部 NPP を落

葉広葉樹においては 8.74±3.47tC ha-1 y-1 (n=55)、常緑広葉樹林では 20.65±

7.21tC ha-1 y-1 と報告しており、この値と比較すると本試験地の NPP はかなり

小さな値を示したと言える。土壌が未熟で栄養塩の蓄積が少ないことやマツ枯

れ以降からの植生回復が十分でないことなどが要因として考えられる。近年の

報告では、星加ら（2007）が Biome3 モデルを用いて日本の森林 NPP 分布を

推定しており、落葉広葉樹においては 1.9～9.8 tC ha-1 y-1 と報告している。ヨ

ーロッパのサイト間比較（Luyssaert et al.,2010）もほぼ同様の分布をしめし

ており、本試験はこの中ではちょうど中間的な値を示した。前述の高山サイト

における NPP は 4.98～5.74 tC ha-1 y-1 と（Ohtsuka et al.,2005）本研究に非

常に近い値を示した。  

 ここまでの値と比較して ΔW は、わずかずつ育つ個々の樹木と離散的に発生

する枯死木の割合（Mortality）によって大きく変動するためそれぞれの森林に

応じて個別の状況や履歴が存在しており、その量の多寡を単純に比較すること

が困難でありかつ、その値は大きくばらつく。前述の高山、スイスの２林分に

おいて、それぞれ ΔW は 0.3（高山）,4.1（スイス広葉樹）,1.56（スイス針葉

樹）tC ha-1 y-1 であり、そのばらつきは 10 倍以上と NPP と比較してかなり大
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きな分布幅を示している。林齢が上がり群落内の個々の樹木が大きくなると一

本の樹木のバイオマスが 1tC を超えることも珍しいことではなく、これらがど

のような頻度で枯死し、また測定された枯死頻度も群落においてどの程度代表

性あるかということを証明するのは非常に難しい。本研究においても枯死木発

生量は平均 0.61 tC ha-1 y-1 と推定しているが 1999-2004 年に限ってみてもそ

の値は 0.3～0.9 tC ha-1 y-1 と３倍程度ばらついており、平均値と言えるのかど

うかを議論することは困難である。また本来、樹木枯死に伴うギャップ形成は

ギャップ更新や残存木の成長を促す効果を持っているため、樹木枯死に伴う林

床面有機物の増大はその後の群落成長にも影響を与えていると考えられる。そ

のため長期的モニタリングによる、群落炭素動態変動に樹木枯死が与える影響

の評価が必要である。  

 

4.2.3 枯死木炭素収支（ΔCWD）の推定  

枯死木蓄積量の変動量（ΔCWD）は枯死木発生量（PCWD）と枯死木呼吸量（RCWD）

の差から推定する。  

ΔCWD＝PCWD－RCWD                                    （4-17）  

RCWD は次節のチャンバー法（5.2.4 参照）によって山城試験地の年間群落 CWD

呼吸量が 0.50tC ha-1 y-1 と推定されたため  

ΔCWD＝0.61-0.50=0.11                              (4-18) 

となった。  

PCWD はここでは 0.61tC ha-1 y-1 を用いたが年次変動が非常に高い。一方 RCWD

は群落全体の CWD 蓄積（CWD=9.3t ha-1）からの呼吸量であり、発生量と比

較して蓄積量が 10 倍以上あるため RCWD は比較的安定していると考えられる。

したがってΔCWD は枯死木の発生量の大小によって結果的に大きく変動する

ことになる。一方 PCWD が多いということは群落の ΔW を減少させるというこ

とを意味しているため、ΔW と PCWD は補完的な関係になる。そのためΔC の推

定時に ΔW と PCWD の推定期間を同期させることが重要となる。また PCWD は

1999 年次のバイマス量と比較すると 1.2%程度しかないがバイオマス変動量

（ΔW）と比較すると 56%にもなることは注目すべきである。  
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4.2.2 Roth-C モデルによる土壌炭素蓄積速度（ΔS）の推定  

 3.2.5 で定義した境界条件で Roth-C モデルによる土壌炭素蓄積量推定を行っ

た結果、不明であったアカマツの最大バイマス量は 80tCha-1になり、1999-2004

年の平均ΔS は 0.31tC ha-1 y-1 と算出された。図（4-7）にアカマツと広葉樹の

推定バイマスの長期変動とここから推定された土壌炭素量の時系列変動を示す。

図中０年は推定を始めた 1900 年に相当する。推定群落成長率はアカマツが広

葉樹と比較して 1.4 倍程度大きく、また年輪解析から推定したコナラの平均的

な樹齢からコナラの侵入がアカマツが枯死するよりも前に始まっていると考え

られたため結果的にマツ枯れ開始時のバイオマスは 110tCha-1 と 2004 年時点

の約 2 倍のバイマスとなった。本研究においては地上部バイマスからの枯死有

機物投入を便宜的に枯死木とそれ以外と定義したことと Roth-C モデルには枯

死木のような大型のリターのコンパートメントが存在しない。そのため SOM

蓄積推定においては枯死木有機物投入は Roth-C モデル内には入力として考慮

に入れていない。しかし実際の林分において、枯死木は分解に伴い細片化を起

こしながら葉リターなどと混合して土壌化していくと考えられるため、アカマ

ツの成長率とバイマス最大値は過大評価されている可能性がある。枯死木を考

慮に入れた有機物分解モデルの森林への拡張は Yasso model(Liski et al.,2005)

なので試みられており、本試験地においても枯死木を考慮に入れた推定が必要

である。  

しかし本試験地の降水量は Roth-C モデルにおける分解に対する水リミット

よりもかなり高く（年降水量が 700mm を切らないと実質的な分解抑制がおき

ない）、また気温の年次変動も分解に大きな影響を与えるほどには変動していな

い。そのため結果として推定される 1999-2004 年時点のΔS そのものは 2001

年時点の SOC（30.0tCha-1）を推定時間（100 年）で割っていることとほぼ等

価であり、短期的な変動要因が他にないという仮定の下では 0.31tC ha-1 y-1 と

いう値にはある程度の妥当性があると考えられる。 

一方、葉リターの分解呼吸量観測結果（e.g. Ataka et al., 2014）からは年間

降水量が 1500mm を超える本試験地においてもリター層の含水率に呼応した

高いリター呼吸量の変動が観測されている。暖温帯特有の散発的な降雨と高い

気温による急速な乾燥を考慮に入れると、より時間分解能の高い有機物分解モ  
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デルの開発が必要である。  

土壌炭素蓄積速度（ΔS）への配分に関して言及している報告は限られるが

北米４サイトでは Curtis et al.,(2002)による 0.0～0.2tC ha-1 y-1 という報告が

あり、また Miller et al. (2004)もアマゾン熱帯林においてΔS を 0（±0.5）tC 

ha-1 y-1 と報告している。また、寒冷帯においては、植生発生から 1000 年以上

経過したスウェーデン森林における腐食増加量推定値が 0.13～0.17tC ha-1 y-1

という報告もあり、これらの研究の結果と比較すると本試験地のΔS はやや多

いと考えられる。一方遷移初期の森林においては前迫ら(2004)が鹿児島県のシ

ラス台地において崩壊発生から 60 年後と 90 年後の森林の土壌炭素から一次遷

移後の土壌炭素蓄積速度を 0.6tC ha-1 y-1 と推定している。植裁後の森林土壌形

成が始まってから 100 年ほどしか経過しておらず、土壌形成が非常に未熟であ

ることが、このやや多いΔS の値に関連している可能性がある。  

 

4.3 まとめ －推定ΔC と NEE の関係－  

ここまでの値を加えて推定されたΔC は 

ΔC=ΔW+ΔS＋ΔCWD 

   =ΔWabove+ΔWbelow+ΔS+ΔCWD                     

    =1.08+0.22+0.31+0.11=1.72 (tCha-1y-1)                   (4-19) 

ΔC：群落炭素増加量、ΔW：樹木炭素増加量、ΔWabove：地上部炭素増加量、

ΔWbelow：地下部炭素増加量、ΔS：土壌炭素増加量、ΔCWD：枯死木変動量  

 

となった。推定された蓄積量と変動量を図 4-8 に示す。推定されたΔC は東ア

ジアのフラックス６サイトでのバイオメトリック法による ΔC の平均値

（1.06tC ha-1 y-1、Hirata et al.,2008）よりもやや多く、ヨーロッパ全域での

樹木調査による推定平均値（1.6tC ha-1 y-1, Luyssaert et al.,2010）とほぼ同様

の値を示した。  

各コンパートメント配分では地上部バイオマス増加量がΔC の 62.8%を占め

ており、地下部バイマス量と合わせると、生きている樹木への炭素蓄積量が全

体のΔC の大部分（75.6%）を占めていた。  

  推定されたΔC と NEE を比較すると、タワーフラックスによる NEE 
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図 4-8 山城試験地における炭素蓄積量と変動量(2000-2002)
数字カッコ内が変動量(tC ha-1 y-1)

Carbon pool and  change  of Yamashiro experimental forest(2000-2002) (tC ha-1 y-1)
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（-1.23tC ha-1 y-1）よりもΔC が約 40%大きな値となった（図 4-9）。またこの

ΔC 値は NEE の u*依存性分布のなかでは u*しきい値 0.28ms-1 相当になり、こ

れを誤差と考えると小さいとは言えない。しかし絶対値差としては 0.49tC ha-1

と 0.5tCha-1 を切っており、Ohtsuka et al.（2006）とほぼ同じ程度の誤差

（Tower NEE=2.37 and 2.77, Biometric NEP=2.1 tC ha-1 y-1）であった。

Hirata et al., (2008) による６つの森林におけるタワーNEE とΔC の差は、平

均 0.4tC ha-1 y-1 でこれらと比較しても同等の値であり、”良い対応を示してい

る“という部類に入ると言える。したがって NEE 単独で算出した値との比較

では、山城試験地におけるタワーNEE は u*しきい値に対する NEE の変動は高

く、複雑地形である本試験地で用いられる適切な u*しきい値は 0.4m s-1 と比較

的高い値を示したが、バイオメトリックΔC から推定される u*しきい値はそれ

よりもやや低い値（0.28m s-1）を用いれば同じ NEE=ΔC を算出することも可

能であり、どちらが正しいのかは異なった誤差要因があるために決定すること

は困難である、と言える。  

ΔC の推定誤差要因として、ΔWaboveground および ΔWblowground についてはアロ

メトリー関数の推定誤差（ここではサンプル群内での RMSE）、ΔS について

は土壌深度から平均 SOC 推定したときの空間変動によるサンプル間の RMSE、

ΔCWD については CWD 発生量の年次変動を誤差要因とした場合の RMSE 

が主要因であると考えられる。それぞれは値は  

ΔWabove =1.08±0.02                             (4-20) 

ΔWbelow =0.22±0.01                             (4-21) 

ΔS =0.31±0.11                                 (4-22) 

ΔCWD =0.11±0.50                             (4-23) 

 

となった。さらに、ΔWabove に関しては伐倒調査を行ったサンプル群で選択に

おける代表性が潜在的な誤差要因として考えられる。本研究においては最も

DBH の大きいコナラサンプル群が推定における大径木のバイオマスを支配す

ることになるためにこのサンプルの妥当性が問題になる。そのため DBH が

20cm 以上のコナラサンプル３本（DBH=25.0,26.3,40.7cm）の測定を行い、な

るべく代表性を保つ努力をした。しかし、具体的にどの程度、他の個体に対し  
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図 4-9 2000-2002年の間の平均年間NEEとu*フィルターに用いられたu*しきい値
（最少u*）との関係
●Tower観測による推定値（U*しきい値0.4 m s-1の時の平均NEEが-1.23tC ha-1 y-1）

＋ΔC推定によって推定された値（NEE=-1.72tC ha-1 y-1）およびその時のu*しきい

値（U*threshold=0.28m s-1）
Relationship between the 3-yr-mean annual NEE estimated using the eddy-covariance
data and u* for the minimum friction velocity (u*) threshold (with erroneous data
removed, as described in the text). Flux values for periods with u* < u* threshold were
filled in by means of interpolation. Circle symbol shows U* threshold and mean NEE
used in this research(U* threshold = 0.4 m s-1, NEE =-1.23 tC ha-1 y-1).
Plus symbol shows U* threshold and mean NEE estimated by biometric method (U*
threshold = 0.28 m s-1, NEE =-1.72 tC ha-1 y-1)
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て共通性ががあるのかを検証することは困難である。ΔWbelow に関しては、同

様な代表性の問題に加え、抜根調査において全ての根をサンプルとして掘り取

ることができているかどうかはわからない、という問題も残されている。  

ΔS に関しては、土壌有機物の収支そのものの実測を行っているわけではな

く、土壌への炭素蓄積速度を実測すること自体が大きな困難である。手法の節

でも紹介したが、フッラクス観測サイトで森林の土壌炭素蓄積速度（ΔS）に

関しては実測と呼べる測定で妥当な結論を出した事例そのものが非常に少ない。

Trretin et al.(1999)が長期炭素蓄積量変動（２１年間）から推定した例や

Gaudinski et al.,(2000)が放射性同位体 C14 比から推定した例が見られるが、

これらの研究に用いられた手法は平坦で長期にわたって土壌表面の攪乱（土壌

の移動や転流）がないと仮定できる森林以外では現実的には適用が困難である。

そのため（ではないかと筆者は考えているが）、Curtis et al.,(2002)論文内の

において「２サイトにおけるΔS 値は林齢と遷移状態から想定して０であると

仮定する（Curtis et al.,2002)」、や「Trumbore 氏からの私信により非攪乱

森林土壌の土壌炭素蓄積能力は低いと考え、ΔS は 0.0±0.5tC ha-1 y-1 とみな

す(Miller et al.,2004)」といった、測定や推定ができないので 0 とみなすとい

う記述が見られ、実測や間接的であってもサイト独自にΔS を測定あるいは推

定することが困難であることがうかがわれる。特に、リターの投入に対して分

解が速く、また投入や分解のプロセスの空間変動や時間変動が激しい熱帯、暖

温帯においてΔS の実測は困難である。日本を含め（前述の Morisada et 

al.,(2006)）、世界の森林において SOC そのものの報告は沼地や泥炭などの嫌気

的な条件がなければ、100～400tC ha-1 程度内におさまることが多く、また土

壌形成が始まったと仮定される森林成立年代が極端に短いと考えないとすれば、

比較的 0 に近いΔS というのは自然な考え方であると言える。また Janssen et 

al.(2003)は Model ベースではあるが、ヨーロッパ全域の森林バイオマスおよび

土壌調査の情報から平均的なヨーロッパの森林 NEP を 1.85tC ha-1 y-1 と推定

し、その中での土壌関与分（ΔS 相当）を 0.21tC ha-1 y-1 と算出している。本

研究における葉リター起源のΔS（0.31tC ha-1 y-1）はそれらと比較するとやや

大きな値となった。有機物の分解過程において土層内の粘土質（Clay）との接

触が分解速度の促進に大きく関与することはよく知られており（e.g. Giardina 
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et al.,2000）,非常に未熟で、かつ花崗岩の表面が土層 10～30cm 下に直接接触

しているという本試験地の現状が影響を与えているかも知れない。  

 枯死木炭素収支（ΔCWD）に関しては投入量の年次変動に加えて推定関数の

ばらつきも問題である。本研究においては積算分解量に分解呼吸量のばらつき

が直接的に誤差となって集積するわけではない、という観点から呼吸量推定誤

差をΔCWD の誤差要因としては加えていないが、温度、水条件、材の大きさ、

密度からの推定関数の r2 は 0.53 程度であり、あてはまりが十分に高いとは言

えない。本研究で用いたこれらの条件は、分解者による活動としての CO2 放出

を間接的に規定する要因であり、分解者そのものの量や被分解物である枯死木

そのものの質の変動を直接的に反映したものではない。現状では微生物バイマ

スを直接的に連続測定する方法が存在しないためにこのような間接推定を行っ

たが、微生物細胞膜に含まれる脂肪酸の分析（PLFA）や ATP を用いた手法な

どは実験室レベルでは実現されているために、こういった手法との併用が必要

であると考えられる。  

 これまで述べてきたようにΔC の推定に関しては森林群落内の様々なコンパ

ートメントにおける炭素量の変動推定を行い、これを足し合わせることによっ

て NEE（=NEP）相当の炭素蓄積変動量を求めることができる。しかしこの手

法の遂行にあたっては、長期毎木調査、伐倒調査、伐根調査などの非常に粘り

強い測定が必要とされる。またアロメトリー関数に代表されるように群落の変

遷に伴って変化しうる値などは、いつまでの運用が可能なのか不明であり、ま

たサンプリング時の代表性の確認を取ることが困難である場合が多い。一方、

５章において議論を行うチャンバー法による NEP 推定においては森林群落内

の樹木や有機物などからの CO2 フラックスを直接測定し、これに群落内の各コ

ンパートメントの量を乗じて群落単位面積あたりの CO2 吸収（放出）量に換算

する必要がある。またタワーフラックス間比較においても群落の状態を表すバ

イオマス量、土壌炭素量などは気象要素と並んで非常に重要な比較項目となる。

バイオメトリックデータ収得の簡易化や高精度化に関しては地上波ライダーに

代表されるような取り組みが徐々になされてはいるが、現状では特に起伏の激

しい森林においては直接人間が測定した方が精度、労力ともに効率が高い場合

が多く、今後の技術進歩に期待がかかる。  
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5.章 チャンバー法による NEP 推定およびバイオメトリック法とチャ

ンバー法を併用した NEP 推定 
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5.1 方法  

本研究においては、2001 年段階から順次、土壌(Nobuhiro et. al. 2003)、葉

群(Miyama et. al. 2005)、幹(Miyama et. al. 2005)、枯死木（Coarse woody 

debris ：  CWD） (Jomura et. al. 2006),根 (Dannoura et al., 2006),細根

(Makita et. al., 2009)などにおけるそれぞれの CO2 交換を測定するシステムを

を開発、実用化してきた。すべてのチャンバーは、クローズドチャンバー法と

呼ばれるもので、測定期間中はチャンバーを密閉し、内部の CO2 濃度の上昇（あ

るいは下降）の勾配から CO2 交換量（e.g. mgCO2 s-1）を算出するものである。

必要なディメンジョンの交換量（e.g. x mgCO2 s-1 m-2 or y mgCO2 s-1 kg-1）は、

チャンバーの底面積(e.g. m2)やチャンバー内に入れた基質の量(kg)で CO2 交換

量を割ることによって計算される（図 5-1）。なお、後者の「基質の量」で割る

場合というのは、Flux の定義が「断面積を通過する物理量」であることを考え

ると、これを Flux と考えることはできない。これは主に葉、枝、枯死木（も

ちろんアリやミミズなどの動物でもかまわない）などといった森林内の特定の

部位における CO2 交換量を、サンプリングによって測定する場合に発生する問

題であり、CO2 交換量の評価においては避けられないポイントとなる。実際上、

たとえばアリを 1 平方メートルに敷き詰めてそのフラックスを測定することは

（たとえ面積を小さくしたとしても）困難であるため、適当な量を箱（チャン

バー）の中に閉じ込めて CO2 放出量を測定することになる。結果としてはこの

CO2放出量は乾重あたりとか炭素重量あたりといった重量ベースでの CO2放出

量として記載され、季節変化や環境要因との追従性（夏は活発であるなど）が

評価されることになる。現状では、これらの関数化などに関しては基質の重量

あたりの CO2 交換量を擬似的な Flux として取扱い、最終的に土壌呼吸などの

他の現象と比較する段になって、群落ベースで何匹、あるいは何 Kg のアリが

存在するかという密度（kg m-2）を変換定数として Flux 化される場合が多く、

本研究も枯死木や根などはそのような取り扱いを行った。  

 

5.1.1 自動チャンバーと手動チャンバー  

ほとんどのチャンバー法において手動で測定を行う方式（手動チャンバー） 
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図 5-1 チャンバー法によるCO2交換量測定
Calculation of CO2 flux using static chamber method 
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と自動開閉式（自動チャンバー）の両方が用いられている。手動チャンバーは

安価でかつ複数のサンプルや地点のフラックス測定を行うのに適している一方、

人間が観測している期間しか観測できないという特徴を持っているため、夜間

や降雨中のデータが存在しないか少なくなる傾向があり、環境因子との関数化

の場合にバイアスを作ると考えられる。一方、自動チャンバーは連続的にデー

タを収得するのが可能であるが、根や枯死木、葉リターといった特定の対象物

だけを独立して、自然環境下といえる状態で、フラックスが測定できる状況に

設定することが困難であり、常にある種のトリックのような技術が必要となる。

またチャンバーの切り替えを行っても 10 個を超えるチャンバーのコントロー

ルは実際的には困難であるため、数が限られること、マニュアルと比較すると

価格が高くなりがちであること、長期的な測定に関しては高い技術が要求され

ること、などが問題点としてあげられる。しかし温度や雨、日射といった変動

する環境因子に追従して起きる CO2 の交換現象を時間変化波形として眺める

ことができることは、森林内のそれぞれの基質の持つ特徴を理解する上で重要

な情報となるため、どの交換現象においてもなんらかの自動化は必要であると

考えられる。  

本研究において用いられた赤外線 CO2 ガスアナライザーは大きく分けて

Li-cor 社製と Visala 社製の 2 グループになる。具体的なスペックを図 5-2 に示

す。Visala 社は研究期間の初期には GMD-20 と GMD-222 を、その後は

GMT-343 を使用、Li-cor 社は LI-800,LI-820、LI-840 を順次用いている。測定

精度は徐々に高くなっており Visala 社の GMD-20 が 10ppm 程度であったもの

が GMD-343 では 3ppm 程度、Li-cor 社の LI-800 が 5ppm 程度であったもの

が LI-840 で 2ppm 程度まで実質的な精度が上がっている。どのセンサーを用

いた場合であっても十分にフラックス強度がある場合には問題はないが、温度

が低い、基質が乾燥している、基質の量が少ないなどの理由でフラックス強度

が小さい場合には精度の低いセンサーでは、チャンバー自体を小さくするなど

の工夫が必要となる。  

フラックスの算出は自動もマニュアルの場合も土壌呼吸(Rsoil)のような面積あ

たりの場合は、  

R（area）=ΔCO2×V/22.4×273.2/（273.2+Tcell）×44.01/103/area   (5-1) 
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R（area）  : 表面積あたりの CO2 放出量 （mgCO2 m-2 s-1）， ΔCO2 : チャンバ

ー内の単位時間あたりの平均 CO2 濃度上昇速度（ppm s-1）， V : 系内の空気

体積（m-3） （  V = チャンバー容積＋チューブ内体積－サンプル体積）， Tcell: 

IRGA の内部の測定セルの温度（°C）， area: チャンバーの接地面積 （m2） 

 

となり、根や葉のような基質あたりの場合は 

 

R（weight）=ΔCO2×V/22.4×273.2/（273.2+Tcell）×44.01/103/weight    (5-2)  

 

R（weight）  : 基質重量あたりの CO2 放出量 （mgCO2 m-2 s-1）, weight: サンプ

ルの重量(Kg あるいは g) 

 

となる。基質重量あたりのフラックスの場合は基質の乾燥重量あたりのフラッ

クスが評価に適しているため、サンプルを持ち帰り乾燥機で乾燥させた後に重

量を測定し乾燥重量を求めている。乾燥期間はサンプルに依存しており葉リタ

ーなどの小型のものは数日間から大型の枯死木などでは数週間の乾燥期間が必

要である。  

このようにして得られたフラックス情報は土壌呼吸などのような面積あた

りフラックスの場合にはデータの空間代表性を考慮に入れて（一般には測定点

数を増やすことによって平均化する）、群落あたりフラックスに直接変換するこ

とが可能であるが、根呼吸や枯死木呼吸などの主に手動チャンバーをもちいた

サンプリング法によるフラックス測定データの場合には  

Farea=Fmass×Mass                (5-3) 

Farea:群落単位面積あたりフラックス、Fmas :基質重量あたりフラックス、Mass :

群落内の単位面積あたりの基質量  

という量－面積変換が必要となるために、群落の面積あたりの根量、枯死木量、

葉量といった情報の測定を並行して行った。  

  

5.1.2   本研究におけるチャンバー法の位置づけ 

 山城試験地においては前述のように様々なチャンバー法による森林内の様々
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なコンパートメントにおける CO2 交換の実測を行っており、本試験地における

研究の中核の一つをなす測定である。本研究においてはこれらの中から主に土

壌呼吸（Rsoil）、葉群 CO2 交換（Ff）、枝・幹呼吸（Rd）、根呼吸（Rr）、枯死木

呼吸（RCWD）を用いて NEP 推定やΔC 推定を行った。これらの研究は数多く

の共同研究者とともに測定されたもので Rsoil は玉井幸治氏、Ff、Rd は深山貴文

氏、Rr は檀浦正子氏、RCWD は上村真由子氏との測定によって得られた。チャ

ンバー法の特性を利用して、本試験地における NEP に関する次のような推定

および評価を実施した。  

（１） 森林の NEP を地上部交換量と土壌呼吸量（Rsoil）に分割し、地上部

交換量を葉による交換と枝・幹による呼吸であると仮定した。それぞれ、葉に

よる交換を葉群チャンバーによって測定された CO2 交換量（Ff）、枝・幹の呼

吸量を枝・幹チャンバーによって測定された呼吸量（Rd）、林床面からの呼吸

量を土壌呼吸チャンバーによって測定された土壌呼吸量(Rsoil)で代表可能であ

ると考え、森林の各部位でのチャンバー法測定を積み上げることにより NEP
を推定した。  

NEP＝GPP-Re=Ff-Rd-Rsoil                         (5-4) 
 

（２）３章で明らかなように乱流変動法による NEE 推定は夜間の呼吸量推定

に不明瞭な点があるが日中の CO2 交換は比較的良好に測定できると考えられ

る。そこで NEP を日中の NEP（-NEEnight）と夜間の NEP（-NEEnight）に分

割し日中はタワーフラックスのデータを用い、夜間はチャンバー法の積み上げ

データを用いることによって NEP を推定した。  

NEP=-(NEEday+NEEnight)  

=-NEEday+Ff(night)+Rd(night)+Rsoil(night)                          (5-5) 
（３）NEP=NPP-Rh であるため、NPP をバイオメトリック法で推定し、ここ

からチャンバー法によって推定された有機物分解呼吸量（Rh）を引いて NEP
を推定した。ここで Rh は土壌呼吸は根呼吸と有機物分解呼吸量でできている

と考え（Rsoil=Rr+Rh）、土壌呼吸と土壌呼吸－根呼吸の比から推定するという

方法を用いた。  
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NEP=NPP-Rh 

=NPP-RSoil（（Rsoil-Rr）/Rsoil）                   (5-6) 
 

5.1.3. 土壌呼吸測定  

 土壌呼吸(Rsoil)は森林生態系呼吸量(Re)の 50～80%を占めており森林の炭素

循環過程において重要な位置を占めるが、複雑地形上においては Rsoil の主たる

要素である根や有機物の量が高い空間偏在性を示し、それぞれが異なった環境

応答を示すため、その正確な推定は困難である。そのため土壌呼吸の空間分布

やその原因としての基質－環境応答の分離は、1990 年台から現在においても大

きな問題となっている (e.g. Raich et al.1992;Lloyd el al.,1994;Hansonet 

al.,2000;Vargas et al.,2011)。そこで、群落全体の平均的な Rsoil の値を精度よ

く求めたり、個々の場所における Rsoil の大きさを決定する要因を十分に解明す

ることができるのか？という疑問は研究の当初から予想されており、現在に至

るまでこれが十分に解明されたとは言いがたい。本研究での Rsoil 測定は 2001

年から行ってきた。行われてきた Rsoil 測定の取り組みとその方法に関して概観

する。2001 年から 2005 年にかけては、Rsoil の空間分布特性の評価と自動化が

試みられており、様々なタイプのマニュアルおよび自動のチャンバーによる測

定を行った。この段階においては、土壌呼吸の空間分布は主に GMD-20 を数本

から十数本用いて多点観測を行い、その平均値を求める作業に精度の高い

Li-800 や Li-820 を用い、モーター駆動による自動開閉式チャンバーも行って

きた（図 5-3）。  

 土壌呼吸の季節変動を求めるために 2002 年 7 月から 2003 年 5 月にかけて

試験地内 4 カ所(測定点の合計は 96 点、各 Plot24 カ所)において月に 2 回から

4 回（合計 74 回）の土壌呼吸観測が行われた（Tamai et al., 2005a）（測定１）。

測定は Nobuhiro et al.(2003)によって開発された可搬性に優れる手動チャンバ

ーによって行われた。チャンバー直径および高さはそれぞれ 9.1cm と 13.5cm

のアクリル製の円筒で上部に空いた穴から IRGA を直接挿入し内部の CO2濃度

測定を行う閉鎖型チャンバー法である。IRGA は Visala 社の GMT-222 が用い

られた。並行して 5cm 深さでの土壌温度（107 Temperature Probe, Campbell 

scientific, Logan, USA）と TDRによる土壌含水率（CS615 Campbell scientific,  
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⑤

R
④ ③ F

①

②

R Root Chamber measurement

F Foliage Chamber measurement

①- ⑤ Soil chamber measurement

Trancection line for spatial variation 
measurement of soil respiration

Line-A

Line-B

Tower (Ridge)

Tower (Valley)

図 5-4 各種チャンバー法測定位置
Places of various chamber measurements 
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Logan, USA）が測定された。これらの測定により試験地 4 カ所における土壌

呼吸（Rsoil）と 5cm 深さでの地温（Tsoil）および土壌含水率（θ）との関係を

Subke et al. (2003)の式で近似した。  

))(exp(






c

TbaR soilsoil                 (5-７) 

測定位置は図 5-4 中の Plot①から④で行われた。 

 

 

さらに、得られた関数の妥当性の検討のために  

 

〇検証測定１（複数の地点における土壌呼吸の時間変動の検証）：2002 年 9 月

から 2003 年 7 月の 8 点での定点観測（図 5-4、Plot⑤） 

 

〇検証測定２（多地点における土壌呼吸の空間変動の検証）：2003 年 9 月 9 日

と 9 月 11 日の二日間の 32 カ所(各測定地点毎に 8 カ所、合計 256 点)における

土壌呼吸の空間変動観測（図 5-4、Line-A および Line-B） 

 

を実施した（Tamai et al. 2005b, Tamai et al. 2006 ）。  

 

5.1.3 地上部 CO2 交換量測定  

土壌からの CO2 交換量と並んで地上部の CO2 交換量（GPP および Ra）は群

落内での CO2 交換を評価する上での代表的なコンパートメントとなる。特に地

上部交換量に関しては日中、日射が存在する場合には光合成による吸収

（GPP-Ra）により交換量は通常吸収側に、逆に夜間は GPP が 0 になるために

放出側に転じ、日変動が非常に大きいという特徴をもつ。夜間の Ra に関して

は Rsoil に加えることによって生態系呼吸量（Re）となるために、タワー観測に

よる NEE の精度評価に大きな貢献を表す。葉 CO2 交換量の連続測定はオープ

ントップチャンバー（e.g. Wong et al., 1987）やブランチバッグ（e.g. Saugier 

et al.,1997;Lavigne et al.,1997）などが散見されるが設備の大きさ、環境同調、

長期安定性などに問題を持っている。  
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 Miyama et al.(2003,2005)は山城試験地のコナラ、ソヨゴにおいて葉と枝で

構成される葉群(Foliage)全体をチャンバーに入れ、チャンバーを自動的に開閉

させることにより連続的に地上部樹木の CO2 交換量を測定するシステムを構

築した（図 5-5）。チャンバーは 36×50×30cm(54000cm2)のステンレス枠によ

るガラス製で可視光透過性は 96%で、チャンバー下部が開閉することにより非

測定時は外気が流入する。冷却ファンがチャンバーの外側に設置されておりチ

ャンバー全体は常に外気に近い温度になるように工夫されている。CO2 濃度測

定は LI-800（Licor 社、USA）によって行われ循環法を用いている。測定時の

蒸散による急速な湿度変動が葉に与える影響を低減するために測定中（チャン

バーがしまっている時）の循環空気は吸着剤（CaCl2）を用いて除湿された。

測定は山城試験地尾根タワーの近傍のコナラ（DBH、 20.7cm）とソヨゴ

（DBH,17.9cm）の２本を用い、樹冠上部（約 10m）と樹冠下部（約 4m）の計

４カ所において自動測定が行われた。チャンバー内の葉面積を測定することに

より、葉群チャンバー内の葉面積あたりのフラックスを算出し、２点の平均フ

ラックスを各樹種の平均葉フラックスと仮定した。試験地における展葉期の常

緑－落葉樹の LAI 比は 0.37 であった（Goto et al.,2003）。また群落内 10 カ所

でプラントキャノピーアナライザー（LAI-2000,Licor 社、USA）で週に一回、

コナラ樹冠下で LAI の季節変動が測定され（0～2.38）、これを落葉樹の LAI

の季節変動として用いた。これらの値をもちいて葉群フラックスは下式によっ

て群落地上部フラックスに変換された。  

 

FfE=0.37FfI（LAImax-LAImin）            (5-8) 

FfD=FfQ（LAI-LAImin）                (5-9) 

FfE :群落常緑樹-葉 CO2 交換量、FfI :葉群ソヨゴ CO2 交換量、FfD :群落落葉樹-

葉 CO2 交換量、FfQ :葉群コナラ CO2 交換量、LAImax :通年 LAI 最大値、LAImin :

通年 LAI 最小値、LAI :各回で測定された LAI 値 

ここで LAImin はプラントキャノピーアナライザーが葉がない状態でも枝の量

を反映して 0.9 程度の値を算出するため、その補正のために用いている。2004

年に 17 本のサンプリング木の幹－枝を 20cm ごとに切断して測定された幹－

枝呼吸量とサンプルの表面積の関係を測定した。これに 2001 年の毎木調査デ  
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ータから推定した直径毎の幹枝バイマス量を乗ずることによって常緑、落葉樹

の幹、枝呼吸量の推定を行った（Miyama et al.,2005,2006）。  

 

Fabove = FfD + FfE+ RwD + RwE                                        (5-10) 

Fabove :地上部 CO2 交換量、FfD :群落落葉樹-葉 CO2 交換量、FfE :群落常緑樹-

葉 CO2 交換量、RwD：群落落葉樹-幹枝呼吸量、RwE：群落常緑樹-幹枝呼吸量  

 

 

5.1.4 根呼吸量(Rr)測定 

土壌呼吸（Rsoil）を根呼吸（Rr）と有機物分解呼吸（Rh）に分離し、Rsoil に対

する Rh 比から NEP を推定するために森林土壌から根呼吸を独立して測定する

手法が開発された。測定は下記の２種の方法がとられた。  

① 土中から根をサンプリングし直接呼吸量を測定し、得られた呼吸量を根

直径毎に関数化する。伐倒調査や土壌サンプルで得られた試験地内の根

バイオマス量分布に、この根量－呼吸量関数をかけて根呼吸を推定する

（Dannoura et al.,2003,2005）。この場合は測定される Rr は根の乾燥

重量あたりの呼吸量 Rr(weight)となり、根呼吸速度が高い根直径依存性が

あるために群落根呼吸量（Rr）は、 

 rootweightrr wRR *)(  （積分は直径階級積算）     (5-11) 

によって推定された。  

② 試験地の母岩が花崗岩であり、かつ土層深が非常に浅いことを利用して、

土壌から精密に根以外の有機物を除去して、いったん生きている根を露

出させた後、もともとあった土壌を有機物の含まれないマサ土に置換し

て、このフラックスを自動測定することによって根呼吸の時系列変動を

もとめ、その季節変動や環境因子との関係を主に Rsoil との違いに着目

して評価した（Dannoura et al.,2006）。この場合は単位面積あたりの  

  



116 
 

 



117 
 

③ 根呼吸量（Rr(area)）が測定されるため、代表性の問題はあるものの測定

された根呼吸量は群落根呼吸量の変動を表していると考えられる。  

 

測定①に関しては、2003 年 9 月にコナラ(n=5)、ソヨゴ(n=2)、についてサン

プリング法による樹種、直径階級別の根呼吸測定が行われた。測定は試験木の

地際から張り出した根系を掘り取っていき，掘り出した大径根から細根までの

根を直径に応じて切り分け，呼吸量測定用サンプルとし、これをアクリル製の

チャンバーに入れて呼吸量を計測するという手法がとられた。また根呼吸量の

温度依存性を評価するために、掘り取り法による直径ごとの根呼吸測定が 2003

年の 4,7,11 月に行われた。  

測定②は 2004 年 4 月から 2005 年 5 月にかけて尾根タワー近傍のコナラの

根が主に分布しているエリアを用いて、土壌呼吸(Rsoil)、根呼吸(Rr)、測定深さ

（約 15cm 程度）以下の硬質土層からの CO2 放出(Rm)の３種の連続測定を行っ

た（図 5-6）。測定システムは循環型の自動チャンバー法でチャンバー自体は直

方体で上部の蓋がモーターで開閉する構造をとっている。全体は主にアクリル

で作られており内側の大きさは 13 cm×28 cm，高さ 4 cm であった。測定に用

いられた IRGA は LI-820(Li-cor 社,USA)であった。  

 

 

5.1.5 枯死木呼吸量(Rcwd)測定  

2.2 章で指摘したように、本試験地は 1970 年代後半まではアカマツ林であっ

たと考えられ、現在コナラを主体とした広葉樹林化しているが、試験地内に数

多くの大型の倒木や立ち枯れ木が散在しておりその多くはアカマツである。ま

た人工林のような人為的な管理を行っていない放置二次林であるためマツ枯れ

のような大規模な攪乱以外で発生した枯死木も順次林床面に残存することにな

る。そのため林床面は大小各種の枯死木（CWD :Coarse woody debris）がいた

るところに見られ、ここから発生する CO2 量の評価が必要であると考えた。群

落 Rcwd の推定においても葉群や根と同様の取り扱いを行い、  

 

①    サンプリング法を用いた、樹種、大きさ、密度の違いによる Rcwd の関 
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数化（測定①）  

②   自動チャンバー法による Rcwd の環境因子相互作用の評価  

  （測定②）  

③  試験地内の枯死木バイオマスの推定による Rcwd のアップスケーリング  

 

という３つのプロセスを経て試験地内炭素動態における CWD の効果の評価を

行った(図 5-7) (Jomura et al.,2007,2008)。  

  

 測定①に関しては 2001 年 6 月から 2003 年 12 月にかけて 6 回、コナラ、ア

カマツ、ソヨゴを主に 12 種の枯死木（分解が進行して樹種判別ができないサ

ンプルを含む）に関して常緑広葉樹、落葉広葉樹、針葉樹のそれぞれに関して、

a.立ち枯れ-倒伏、b.直径、c.密度、d.温度、e.含水率を変数として関数化を行っ

た（Jomura et al.,2007）。  

 測定②に関しては試験地内からサンプリングしたアカマツ（直径 26cm、長さ

75cm、材密度 0.21g cm-3）とコナラ（直径 26cm、長さ 75cm、材密度 0.65g cm-3）

の枯死木を用いて、枯死木サンプルを尾根タワー近傍の林床面に横たえ、その

上にモーターで蓋が自動的に開閉するチャンバーを設置する手法で Rcwd の測

定を行った。チャンバーはアクリルを材料の主体にした直方体で内側の大きさ

が 28×13×15cm (5460cm3)で循環型の自動チャンバー法である。枯死木の樹

皮表面にパテをもちいて直接設置しているためチャンバー内に入った降雨が排

水し、かつチューブから外気が入り込まないようにいったんループしたドレン

が設置されている。IRGA は LI-800(Li-cor 社、USA)が用いられた(図 5-8)。 

 このようにして得られた Rcwd と各変数の関係は環境因子（材体積含水率θお

よび材温度）との関係では Mielnick and Dugus(2000)による  

edcTbaR cwdcwd ))(()exp(1             (5-12) 

を用いた。  

Rcwd と材直径、材密度との関係に関しては、Wang et al.,(2002)による枯死木

の表面積と乾重比の線形性を念頭において、  

Rcwd=a2ρｇ                                          (5-13) 
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Rcwd=a3Dｆ                                           (5-14) 

と仮定し、これらを組み合わせて  

gf
cwdcwd DedcTbaR  ))(()exp(                 (5-15) 

とした。  

Rcwd :枯死木呼吸量、Tcwd :枯死木温度、ρ:枯死木密度(g cm-3)、D :枯死直径、

a,an,b,c,d,e,f,,g :定数 （式 5-12～14 までの定数 a1,a2,a3 と式 5-15

における a は値が異なる）  

 

このようにして得られた Rcwd の環境因子－基質依存性を 4.2.1.4 で得られた枯

死木バイオマス情報に組み入れることによって試験地における枯死木からの

CO2 放出量の推定を行った(Jomura et al.,2008)。 

５章での NEP 推定においては、林床面からの CO2 放出は土壌呼吸に代表させ

ているため Rcwd は直接は用いられていないが、４章のΔC 推定内の枯死木収支

（ΔCWD）の項で  

ΔC=ΔW+ΔS＋ΔCWD 

   =ΔWabove+ΔWbelow+ΔS+ΔCWD  

    =ΔWabove+ΔWbelow+ΔS+PCWD-RCWD                              (5-16) 
として用いられている。  

 

 

5.2 結果と考察  

 

5.2.1 群落土壌呼吸の空間分布と推定  

2002 年～2003 年に行った Plot1～4 における測定によって得られた土壌呼吸

（Rsoil）と 5cm 深度での土壌含水率（θ）および地温（Ts）の関係は以下のも

のであった。  

 

)
1089.0

)(0717.0exp(0566.0





 soilssoil TR        (5-17) 
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ここで各 Plot における土壌呼吸値は 24 個の土壌呼吸測定の平均値である。  

 

相対誤差（RMSE）は 23%であった  

 


 


obs

obscalc

F
FF

RMSE
2)(

                (5-18) 

ここで Fcalc :土壌呼吸推定値、Fobs :土壌呼吸測定値である。  

 

含水率を含んだ推定関数での Q10 値は 2.05 である。一方指数近似を行った場

合の各 Plot での推定関数は、  

Rsoil=0.0126EXP(0.1014Tsoil)        (5-198) 

Rsoil=0.0111EXP(0.1069Tsoil)        (5-20) 

Rsoil=0.0112EXP(0.1060Tsoil)        (5-21) 

Rsoil=0.0167EXP(0.0836Tsoil)        (5-22) 

であり、それぞれ Q10 値は 2.76,2.91,2.89,2.31、平均では 2.72 となった。土

壌呼吸に含水率が高い影響を与え、高含水率下における土壌呼吸の増加が認め

られた。式 5-17 による推定土壌呼吸と実測土壌呼吸の関係を図 5-8 に示す。

Plot4 の高放出時の推定値における誤差がやや大きいものの各 Plot における系

統的な誤差傾向はみられず、本試験地において式 5-17 の形式による土壌呼吸

推定が妥当であることいえる。土壌呼吸に土壌含水率を取り込む関数型はさま

ざまなものが提唱されており、大まかに分けて高含水率時のフラックスの低下

があるかないかに分別でき、本試験地で使用している関数はフラックス低下が

ない関数に属する。排水性が高く土壌高含水率が維持されにくい、風化花崗岩

と未熟土壌が組み合わされた本試験地の土壌構造の特性によって高含水率時の

土壌呼吸の逓減が起こりにくいことが影響していると考えられる。一方後述の

枯死木呼吸や葉リター呼吸（Ataka et al. ,2014）などの有機物分解呼吸におい

ては高含水率下におけるフラックス逓減を考慮に入れた関数を用いている。パ

ラメータの多い関数を用いると複雑な非線形性が再現可能だが関数間比較が困  
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Relationship between estimated and observed soil respiration
at 4 plot measurement
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難になる傾向にあるため注意が必要である。得られた 5-17 式は検証測定１お

よび検証測定２によって検証された。土壌呼吸測定値と推定値の関係を図 5-9

に示す。  

検証測定１は８個の測定点を対象とした平均土壌呼吸を Rsoil とし、これに対

して測定時の平均含水率および土壌温度を与えている。測定１における RMSE

は 13%となり、測定値は推定値と良好に一致した。 

 検証測定２による土壌呼吸の空間分布測定の結果（図 5-9、×印）は検証１

と比較すると誤差が大きく RMSE は 25%であった。ここで各点は 32 測定点に

おける 8 ソイルカラーでの測定平均値を示す。土壌呼吸を規定する要因として

土壌温度や含水率と並んで根量、有機物量などの基質量やその状態などが複雑

に関与しているため場所を変えると異なった土壌呼吸量が測定されるのは当然

である。本試験地のような尾根－谷が連続した複雑地形においては、樹種や土

壌の移動などに影響を受けて土壌内の炭素動態は高い空間変動性があることが

予想され、それに伴い土壌呼吸もまた高い空間変動を持つことが想定されてい

た。しかし、相当数の土壌呼吸観測を行った結果、土壌呼吸の空間変動が突出

しているわけではないことが確認されたということは興味深い結果であった。

式 5-17 を用いて Plot1～5 で測定された土壌温度と含水率を用いて群落平均土

壌呼吸を推定した（図 5-10；赤線）。  

年間推定土壌呼吸量は 5.81±1.45tC ha-1 y-1 で、全 5Plot における日最大土

壌呼吸量と日最低土壌呼吸量を用いて推定した推定最大および最低土壌呼吸量

はそれぞれ 7.09±1.78 および 4.25±1.50 tC ha-1 y-1 であった。  

  

5.2.2 葉群チャンバーと土壌チャンバー測定による群落呼吸量および

NEP の推定  

  

図 5-10 に推定された 2003 年の土壌呼吸量と地上部呼吸量およびそれを足し

た群落呼吸量の季節変動を示す。葉群チャンバーに関しては自動チャンバーの

設置数が限られており（n=4）、また土壌呼吸のように手動チャンバーを用いた

測定もできないため、絶対値の正しさを検証することは困難である。しかしタ

ワーフラックスの NEE と土壌呼吸＋葉群交換量を足し合わせた NEP（ここで  
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図 5-9 検証測定1および2における推定土壌呼吸と測定値の関係
Relationship between estimated and observed soil respiration 
by validation measurements (1and2)
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図 5-10 チャンバー法で推定された土壌呼吸、地上部呼吸。および生態系呼吸量
Temporal change of soil and aboveground respiration using chamber
method
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は NEP の符号を逆転させている）の日周変動を見てみると（図 5-11）,両者の

関係は比較的良好で、むしろ夜間のタワーフラックスの過小評価やばらつきを

チャンバー法が補完しているともいえる。チャンバー法で得られた積算 NEP
は 1.4tC ha-1y-1（チャンバー法１による NEP）となり NEE - u*しきい値関係

における最適 u*しきい値は 0.35m s-1 相当であった。(図 5-12)。葉群チャンバ

ーを用いた観測においては日中の光合成による CO2 の吸収も当然測定可能で、

チャンバー法単独での GPP、Re の分離ということも考えられる。しかしこの

時点では日中のチャンバー閉鎖時の急速な温度上昇を抑えることができず、８

月の盛夏では 40℃を超えることが多かった。そのため日中の葉群光合成量は高

温による光合成量の過小評価の存在が予想され日中量の相互評価は行っていな

い。推定された群落呼吸量と地温の関係を図 5-13 に示す。タワーフラックス

では明らかではなかった群落呼吸量のヒステリシスがここに見える。等温度で

あっても春の展葉期には（図中＋）呼吸量が高くなり、逆に秋になると（図中

□）低くなる傾向が見える。展葉期の呼吸量増加は葉や枝の成長に伴う成長呼

吸量の増加が影響を与えていると考えられる(Kominami et al.,2005, Miyama 

et al.,2006)。 

 

ここまでの推定は Miyama et al.,(2006)において行われた算出方法であるが、

Kominami et al.(2003)は 

 

 

NEEday  ： 日中 NEE  
Rsoil(day)  ：日中の土壌呼吸量  

Ff(night) 
 ：夜間地上部呼吸量  

Df       ：葉群チャンバーの測定値  
Df(day)     ：日中の葉群チャンバーの測定値  
 

)235(,
)
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(
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（最少u*）との関係における各推定値の位置

●Tower観測による推定値（u*しきい値0.4 m s-1の場合NEE=-1.23ｔC ha-1 y-1）
＋ΔC推定によって推定された値（ΔC=NEP(チャンバー法2)=1.72ｔC ha-1 y-1）およびその時のu*しきい

値（u*threshold=0.28m s-1）
★チャンバー法1によって推定された値（NEP=1.42ｔC ha-1 y-1）およびその時のu*しきい

値（u*threshold=0.35m s-1）
Relationship between the 3-yr-mean annual NEE estimated using the eddy-covariance data and u* for the
minimumfriction velocity (u*) threshold (with erroneous data removed, as described in the text). Flux values
for periods with u* < u* threshold were filled in by means of interpolation.
Circle symbol shows u* threshold and mean NEE used in this research(U* threshold = 0.4 m s-1, NEE =-1.23 tC
ha-1 y-1)
Plus symbol shows u* threshold and mean NEE estimated by biometric method and chamber method2 (U* 
threshold = 0.28 m s-1, NEE =-1.72 ｔC ha-1 y-1)
Star symbol(Black ) shows u* threshold and mean NEE estimated by chamber method1(U* threshold = 0.35 
m s-1, NEE =-1.42 ｔC ha-1 y-1)
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図5-14 タワー測定によるNEEとチャンバー法による-NEPの日変動例 （A)夜間大気安定度が高い場合、（B)夜間大気
安定度が低い場合
Daily variations of CO2 flux estimated using the eddy covariance method including CO2 storage, change in storage 

of CO2, and CO2 flux estimated by chamber methods (a: under conditions of high wind speed and low stability; b: under
conditions of low wind speed and high stability at nighttime) 
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のように、日中のタワーフラックスは良好に測定できていると仮定し、NEP を

日中の NEP と夜間の NEP に分割し、また日中の－NEE から土壌呼吸量を引

いた値が地上部交換量であると仮定して、これを夜間の地上部呼吸量に再配分

することにより夜間 NEP を推定するという手法をもちいて地上部呼吸量の推

定と群落呼吸量の推定を行った。  

この手法で推定された NEP （NEP(chm)）は 1.72tC ha-1 y-1（チャンバー法

２による NEP とする）となり、この値に相当するタワー観測での u*しきい値

は 0.28m s-1 となった（図 5-12）。また推定された NEP はΔC とほぼ同じ値で

あった。両者の差は 0.32tC ha-1 y-1 ほどで、どの方法が数値として正しいのか

を判断するのは困難である。  

また u*フィルターをかけていないタワーフラックスとチャンバー法の比較

においては夜間、風速が弱く大気安定度が高い（通常はこちらのケースが多い、

図 5-1(A)）場合と夜間ではあるが風が強く混合が比較的良好に起きる場合（図

5-14(B）)では後者においては夜間の呼吸量がタワーフラックスとチャンバー法

で良好な対応を示しているのと比較して、前者の大気安定度が高い場合のタワ

ーフラックスの過小評価があきらかであり、高大気安定度時のタワーフラック

スの補正の必要が再確認された。  

一方、4.2.2 で用いた Roth-C モデルによる土壌炭素蓄積量推定において算  

出される地上部葉リター起源の有機物分解呼吸量の季節変化の推定値と地

温の関係を見てみると（図 5-15）、（実線：有機物が 12 月に供給された場合、

点線：有機物供給にリタートラップの実測値を代入した場合）、どちらも等温度

において、年の前半に比べて後半は呼吸量が小さくなるという推定結果が得ら

れている（Kominami et al.,2012）。これは土壌中の総有機物プール（30tC ha-1）

が小さいため、毎年流入するリター（2.5tC ha-1）中の易分解性の有機物の分

解が春に進行してしまい、これが有機物分解呼吸の季節変動に影響を与えてい

ることが原因であると考えられる。ここでリターの投入を実測と１２月に集中

する場合に分けたのは、実測のリタートラップデータ（図 4-6）は枝の発生な

どが含まれているため、試験地で見られる落葉樹の落葉（11 月～12 月）イベ

ントがやや明瞭ではなくなっていると考えられる。そこで全ての落葉が冬に発

生した場合の推定値を加えて、これを考慮した。実際には葉リター発生の時期  
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図 5-15 Roth-Cモデル(Ver.26.3)によって推定された 有機物分解呼吸量(Rh)と温度の関
係 (A) リタートラップの測定値を用いた場合 (B)12月にリター発生が起こると仮定した
場合 （図中の数字は月を示す）
Relationship between heterotrophic respiration (Rh) from forest floor estimated by the
Roth-C model and temperature using (A) Monthly collected litter trap data.(B)

Assumed litter input inDecember (numbers is figure mean month.).
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による分解呼吸量のヒステリシスは実線と点線の中間にあると考えられる。  

このように本試験地においては地上部呼吸、土壌呼吸のどちらも、その季節

変動特性において春よりも秋の方が値が低くなるという傾向が見られ、それぞ

れが維持－成長呼吸比と分解有機物量の変動という異なった要素によって起き

ていることが推定された。  

5.2.3 根チャンバーによる群落根呼吸量推定  

 2003 年 9 月に行われた大径粗根を含んだ根呼吸量－直径関係を図 5-16 に示

す。測定期間中の気温は 24.6-31.7℃であり、この温度は根呼吸量の変動に影響

を与えていた可能性があるが、5℃程度の変動であったため温度補正は行って

いない。重量あたりの根呼吸量は直径依存性が非常に高く、直径が小さくなる

ほど呼吸量が高くなる傾向があり、直径 2mm 以下の細根では非常に高い呼吸

活性があることが明らかとなった（檀浦ら、2006）。樹種による呼吸量の差は

明かではなかった。4 回（2003 年 4,7,9,11 月）のサンプリング法による根呼吸

測定で得られた直径階級毎の根呼吸に対して 4.1.5 で推定されたバイオマスを

乗じることにより群落根呼吸量を推定した。この期間中の平均群落根呼吸量は

0.0707 mgCO2m-2s-1 となった。階級ごとにみた根呼吸量では，細根の根呼吸量

における高い寄与率が示された（図 5-17）。このときに並行して 5.2.1 の土壌呼

吸空間分布測定が行われており、土壌呼吸量の平均値は，0.19 mgCO2m-2 s-1

であった（玉井ら，2005）。この値を調査地の平均値と仮定して，根量から算

出された根呼吸の値と比較すると，この期間，本調査地において，土壌呼吸量

に占める根呼吸量の割合は 37.2％であると推定された（Dannoura et al.,2006）。  

図 5-18 に 4,7,9,11 月に行われた直径階ごとの根呼吸－温度関係を示す。単

位重量あたりの根呼吸量は９月の実験と同様に直径が小さいほど高くなる傾向

があり。関連研究では Rr の Q10 は 2 から 3 を示すと報告されてきた（Burton 

et al.，1998; Burton et al.，1996; Ryan et al.，1996; Zogg et al.，1996）。こ

の測定では，サンプル根の直径を d ＜ 2 mm， 2 ≦ d ＜ 5 mm， 5 ≦ d ＜ 

20 mm，20 ≦ d ＜ 50 mm，d ≧ 50 mm の 5 階級に分けそれぞれの Q10 を

求めると，順に 2.46，2.55，1.95，1.71，2.31 となった。この４回分の根呼吸

量測定における根呼吸が土壌呼吸に占める割合を 5.2.1 の検証測定 2 での土壌

呼吸量測定が行われた最も近い土壌呼吸量と比較したところ、4 月 22 日では  



134 
 

  

図5-16 チャンバー法測定による根呼吸量と根直径の関係
Relationship between root diameter and root respiration
measured by chamber method
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18.7%，7 月 16 は 52.3%，9 月 9－11 日は 37.2%，11 月 11 日は 59.8%，およ

び 12 月 10‐11 日）23.6%であった。9 月以外は土壌呼吸が同日に測定されて

おらず、また平均値は 38.3%と 9 月の値と近いために本研究における生存根に

よる根呼吸が土壌呼吸に占める割合を 37.2%と考えるが、時間列でのばらつき

は非常に大きいと言える。ここで示したように粗根も含めた根呼吸量が土壌呼

吸に占める割合の時空間平均値を推定することは非常に困難であり、掘り取り

を行わなければならないという条件下においては現在でも土壌呼吸の空間分布

測定よりも数段の努力が必要であるといえる。  

 

5.2.4 自動チャンバーを用いた根呼吸の時間変動測定  

 2004 年 4 月から 2005 年 8 月までの自動チャンバーを用いた月別の土壌呼吸

(Rsoil)、根呼吸(Rr)および鉱質土層からの CO2 放出量(Rm)の季節変動とそれぞれ

の割合を図 5-19 に示す。Rsoil に対する Rr の割合は，秋よりも春に比較的高く，

測定期間を通じて，およそ 25% から 60% を推移した。2004 年においては、

Rsoil のピークは地温がピークを迎える 8 月よりも早い 6 月に発生し、これに遅

れて根呼吸のピークは７月に発生した。また春期（５月、６月）と比較すると、

夏季（７，８，９月）は根呼吸の比率が高いことがわかる。土壌呼吸は土壌含

水率に対して高い依存性を持っており土壌の乾燥に伴って Rsoil が速やかに低

下する傾向を持っているのに対して、根呼吸は低含水率条件での低下が穏やか

であることが、気温が上昇するが乾燥条件が起きやすい夏季の根呼吸寄与率を

上げている可能性がある。しかし前述の傾向は 2005 年においては明瞭ではなく

土壌呼吸も根呼吸も、両者のピークは 7 月に発生しており、土壌呼吸－根呼吸

の比がどのような環境応答の違いによって引き起こされるのかに関してはさら

なる検討が必要である。このようにして得られた自動チャンバーによる根呼吸

には大径の粗根情報は含まれておらず直径 5mm 以下であったため、5mm 以上

の根からの呼吸量を 5.2.3 のサンプリング法による呼吸量で補完して、年間総

呼吸量の推定を行ったところ、直径 5mm 以上の根の呼吸による年間炭素放出

量は，0.45 tC ha-1 yr-1、となり、また 5mm 以下の根由来の年間炭素放出量は，

3.83 tC ha-1 yr-1、となった。年間の根由来炭素放出量は，両者の合計として 4.28 

tC ha-1 yr-1 と算出された。自動開閉式チャンバーがおかれた場所における土壌  
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呼吸量は年間で 8.99 tC ha-1 yr-1 と計算されたため、測定プロットにおいては土

壌呼吸の 47.6％が根由来の呼吸量によると推定された。（Dannoura et al.,2006） 

本章における根呼吸は細根を主としてより自然条件に近い呼吸量測定を行

ったものであり、この呼吸量には細根の再生産に伴う細根リターの分解呼吸量

も含まれていると考えられる。そこでここで得られた Rr/Rsoil 比（47.6%）と 5.2.3

での比(37.2%)の差（10.4%）を土壌呼吸に占める根リター由来の炭素放出量と

考え、この呼吸量分の炭素が細根リター発生分と等価であると仮定し

Plitter-below(4.1.3 章)を 0.58tC ha-1 y-1 と推定した。細根のターンアラウンドと

それにともなう根リターからの CO2 放出はその定義も含めて森林の炭素循環

プロセスの中で最も不明瞭なプロセスであると言えよう。これは本研究も例外

ではなく、土壌呼吸における根リター起源の CO2 放出の値にしても、｢たまた

ま｣それらしい値が得られたに過ぎないという可能性は否定しきれない。また、

根呼吸と根起源の分解呼吸に関しても、本試験地における根呼吸量の直径依存

性は Dannoura et al.(2006)や Makita et al.(2009)によって測定されており、コナ

ラにおいては通常の細根の定義（多く場合は 2mm 程度と定義される）よりも

遙かに小さい直径 0.3mm 以下の細根における非常に高い CO2 放出量が報告さ

れている。我々はこれを Very fine root と定義しそれ以上の直径根とは異なる放

出プロセス（菌根菌の関与）等を示唆している（図 5-20）。通常土壌呼吸を植

物の呼吸（根呼吸:Rr）と従属栄養呼吸（分解呼吸:Rh）に分ける場合に、生き

ている根からの呼吸を植物呼吸（Autotrophic respiration）と考えるが、細根の

呼吸量には植物体そのものだけではなく菌根菌のような従属栄養生物の活動が

加味される可能性が高く、また一方菌根菌も外生菌根やエリコイド型菌根のよ

うに有機態窒素分解酵素を発生し分解者としても機能する（e.g. Averill et al., 

2014）場合がある。地中においては、このように植物呼吸（主に根呼吸）と従

属栄養呼吸（広義な意味での分解呼吸）の境界があいまいである可能性がある

が、炭素循環のフラックス研究においてはその両者は定義上異なったコンパー

トメントに属するとされる場合が多い。細根－微生物間における炭素移動およ

び消費過程の定量化が求められる。  
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5.2.5 チャンバー法を用いた枯死木呼吸量の推定 

 5.1.5 の測定①で得られた枯死木呼吸量（Rcwd）と温度および含水率の関係を

図 5-21 に示す。土壌呼吸に代表される呼吸現象と同じように Rcwd は温度に対

しては指数関数的な関係を示すが、ばらつきはとても大きく、高温度において

もフラックスが非常に低い場合があることがわかる（図 5-21(a)）。これは Rcwd

が基質の乾燥に伴って急速に小さくなり、含水率が 0.2 よりも小さくなるとほ

とんど呼吸量が観測されない場合が多くなることによる（図 5-21(b)）。また含

水率が 3 を超える場合には明瞭に呼吸量が減少しているため、Rcwd の推定にお

いては土壌呼吸とは異なった関数群を用いる必要があり、本研究においては含

水率部分に上凸の関数型を持つ Milnick and Dugus(2000)による 

edcf ))(()(                             (5-24) 

を組み込んだ。  

推定されたパラメータは  

9606.0)0529.0( )9904.0)(0102.0(exp8326.47 porepore
T

CWD
cR         (5-254) 

となり、ｒ２は 0.31 であった。これに測定された呼吸量と材直径との関係では直径

が小さい方が重量あたりの呼吸量が大きくなる関係（図 5-22(a)）と材密度が小さ

い方が呼吸量が大きくなる関係があったため、この材密度と材直径パラメータを上

式にさらに組み込んで  

   
   54.0670.15177.20096.28log131.7

867.0073.0045.0exp468.0
2

551.0





rD
TR

CWDCWD

CWDCWDcCWD




 

(5-26) 

 

を本研究では用いた。  

2002 年 1 月から 2003 年 12 月まで行われたアカマツとコナラ枯死木を用いた自動

チャンバーによる Rcwd 連続測定からサンプリング法で得られたこの関数は、限ら

れたサンプル（n=4）ではあるが、Rcwd の時系列変動推定においても大きな誤差が

なく用いることができることが確認された（図 5-23）。  
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さらに立枯木（Snag）と倒伏木（Log）の含水率（θpore_snag、θpore_log）間では立枯

木の方が乾燥している傾向  

LogporeSnagpore __ 1907.00353.0                (5-27) 

 

があったため、立枯木の含水率を線形関数で推定した。  

これらの関数群を 2003 年のコナラサンプルの温度、含水率データと 4.2.1.4 で測

定された枯死木バイオマスに適用して群落呼吸量を推定した。  

 群落内の立枯木現存量は 3.69tC ha-1,倒伏木現存量は 5.61tC ha-1 であり、呼

吸量はそれぞれ 0.17tC ha-1 y-1 と 0.33tC ha-1y-1 で合計 0.50tC ha-1y-1 と推定さ

れた（Jomura et al.,2007）。本研究で用いた Rcwd の推定モデルは温度、含水

率、材直径、材密度の４つの独立変数を持ち、さらにパラメータは９つにもお

よぶ。にもかかわらず推定値の相関係数（r2）は 0.54 ほどで、高温かつ中間的

な含水率環境下において、サンプルによる Rcwd の差は最大で 6 倍程度におよぶ。

そもそも、有機物分解呼吸は森林に存在する有機物（基質）を従属栄養生物（菌

やバクテリアなどの微生物がその多くを占める）が分解するときに発生する

CO2 であり、基質自身が CO2 を放出するわけではない。重量あたりのフラック

スという概念自体が間接的なものである。基質に含まれる分解者の量がこれら

の関数群に含まれていないのが一つの誤差要因であると考えられるが、現状で

は現場で簡便に微生物バイオマスを測定する手法が存在しない。クロロホルム

燻蒸法、リン脂質脂肪酸（PLFA）分析、基質導入法（SIR 法）などの取り組

みを行っているが、現状では高頻度測定が可能なチャンバー法による呼吸量と

比較してこれらの分析サンプルがかなり限られてしまうために、呼吸量関数へ

の組み込みには成功していない。より簡便な微生物バイマス測定プロトコルの

確立が必要である。  

 

5.2.6 バイオメトリック法とチャンバー法を併用した NEP の推定  

5.2.2 章においてはチャンバー法単独で NEP の推定を試みたが本章において

はもう一つの NPP から Rh を差し引くという、GPP から NPP、NEP へと光合

成から Ra および Rh が差し引かれていく過程をなぞった推定を試みる。  
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ここまでで得られた、NPP（5.07tC ha-1 y-1:4.2.1.5）と土壌呼吸量（5.81tC 

ha-1 y-1:5.2.1）、土壌呼吸における根呼吸の比率（37.2%：5.2.3、5.2.4）およ

び枯死木呼吸量（0.50tC ha-1 y-1:5.2.4）を用いた群落 NEP は 

 

NEP=NPP -Rh 

=NPP -Rlitter - Rcwd 

=NPP -Rsoil*(Rsoil - Rr )/Rsoil - Rcwd 

=5.07 - 5.81×0.372 - 0.50 

=5.07-3.66-0.50 

=0.90±2.13 (tC ha-1 y-1)            (5-28) 

となる。  

 NPP に対する Rh の割合は 82%と非常に高い割合を示しいったん有機物とし

て固定された炭素の多くは再び分解者によって大気に再放出されることが理解

される。  

NEP推定値が 0.9tC ha-1 y-1に対して推定誤差はその 2.3 倍の 2.13 tC ha-1 y-1

となった。これは主に Rlitter を推定する時に土壌呼吸の平均値を用いているが

年間土壌呼吸量 5.81tC ha-1 y-1 対して推定誤差が 25%の 1.45 tC ha-1 y-1 あると

いうことが主な原因となっている。土壌呼吸の群落アップスケールにおいてそ

の空間変動の評価は非常に大きな問題であり、多点チャンバーを用いた取り組

みが多くなされている。Loescher et al., (2006)によるレビューでは 19 の測定

例において測定誤差は 3～200%と非常におおきなばらつきを示しており、おお

むね 20～50%程度はあると考えられる。また測定点数を増やせば平均値に対す

る誤差量が減る傾向にはあるが推定誤差を±10%まで上げるためには 200 個以

上の測定点が必要であることを示唆している。これらのことと試験地の地形の

複雑性を考慮に入れると本試験地における 25%の誤差というのは十分な精度

ではないかと思われる。しかし NEP に対して土壌呼吸量が十分に大きい場合

（通常は NEP が小さい場合）には土壌呼吸の誤差は相対的に NEP と比較して

非常に大きくなってしまう。ここでは土壌呼吸のばらつきを指摘したが、それ

以外にも Rr や Rcwd の群落積み上げにおいては、その元となる呼吸量の推定関

数のパラメータ算出において空間変動特性をほぼ考慮に入れることなく関数化  
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Star symbol(Red) shows mean NEP estimated using both biometric and chamber method (-NEP=-0.90 tC ha-1

y-1)

Estimated NEP
By biometric & chamber 
method
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を行っている、サンプリング法による自然条件からの変化を考慮に入れること

が困難である、などの数多くの検証が非常に困難な潜在的誤差要因があること

を指摘しておく必要がある。しかし一方サンプリング法による根呼吸に代表さ

れるように、実際の測定に関して非常な労力を要するケースが多く、現実的な

努力で可能な測定には限界がある。根本的な解決法は現状では見当たらないが、

より簡便な手法開発に関しては今後も取り組んでいく必要があると考えられる。 

 

5.3 まとめ ―推定された NEP と NEE およびΔC との関係―  

土壌呼吸＋葉群＋幹チャンバーを用いた場合の NEP（チャンバー法１：5.2.2）

は 1.4tCha-1y-1、チャンバー法による地上部交換量を日中 NEE の日収変化を用

いてアップスケールした場合の NEP（チャンバー法２）は 1.72tCha-1y-1 とな

り NEE およびΔC の中間的な値を示した。  

 一方、バイオメトリック NPP から Rh を差し引くことによって推定された

NEP は NEE の u*しきい値依存性分布の中には収まらず（図 5-24 内★）、u*

しきい値をいくら上げても u*しきい値の変更では 0.9tC ha-1 y-1 という値には

ならないという結果になった。NEE 単独で算出した場合の 1.23tCha-1y-1、、Δ

C による 1.72tCha-1y-1、と本章で得られた NEP との間での最大差は 0.81tC 

ha-1y-1（ΔC－NEP（チャンバー＆バイオメトリック法：1.72-0.9）であった。

どの値が正しいかを決定することはできないが、４つの値はほぼ独立して測定

されているにもかかわらず最大誤差で 1tC ha-1 y-1 を切っていることと、NEE

の検証データとしての４つの値のうち３つは、既存の u*しきい値報告例の中で

は、ごく一般的な値に収まっているということから、どの推定値も数多くの誤

差要因を持ちながらも本試験地の炭素循環過程を良好に表現していると考えて、

次章では、落葉広葉樹二次林の炭素循環過程の特性に関する議論を行っていこ

うと思う。  
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6.1 落葉広葉樹二次林の炭素配分  

３章で推定された群落 GPP および NEE、４章で推定された炭素蓄積とその

変動、および５章で推定された群落内での各コンパートメントでの CO2 交換を

まとめた山城試験地における炭素配分を図 6-1 および図 6-2 に示す。図 6-1 は

森林内のコンパートメントのストックを表し、図 6-2 はそれぞれのストックに

おける Flow（Flux）を表す単位はそれぞれ tC ha-1 および tC ha-1 y-1 である。

推定期間中の総植物炭素蓄積量（W）は 63.88tC に対して枯死木や葉リターを

含めた広義な意味での土壌中の総炭素量 42.88tC であった。1980 年代に行わ

れた林野庁森林資源調査（林業統計要覧 ,2014）による広葉樹天然林の材積推

定量から算出した林齢毎の広葉樹林バイオマスとの比較を行ってみると山城試

験地の林齢を 60 年と仮定すると両者は非常に高い一致を示すことがわかる（図

6-3(a)）。材積からのバイオマス推定にあたっては拡大係数(林齢≦20)=1.40、

拡大係数(林齢>20)=1.26、地上部に対する根のバイオマス比率=0.26、材密度

=0.624（ナラ）を用いた（京都議定書 3 条 3 及び 4 の下での LULUCF 活動

の補足情報に関する報告書、2009）。森林資源量調査は地方自治体毎に全国の

森林を林班規模（数 ha 程度）に毎木調査を行った膨大なデータベースから算

出された結果であり、プロトコルが完全に一致しているわけではなく、また大

径木を重点的に測定している（松本、斎藤（森林総合研究所）私信 ,2014）た

め推定値が過小評価になる可能性があるが、主に植林よって造成された管理森

林との比較（図 6-3(b)）では山城試験地の方がかなり小さいことから、広葉樹

天然性林（そのほとんどは広葉樹二次林）としての山城試験地がどこにでもあ

る普通の広葉樹二次林であると言える。ここで比較に用いたパラメータに関し

て、拡大係数、地下部バイマス比、材密度（コナラ）の本試験地における値は

それぞれ 1.64、0.23、0.82 であった。地下部バイオマス以外はかなり異なる値

をしめしていた。拡大係数に関しては主にコナラの幹に対して枝が太いという

本試験地のコナラの樹形が関与している。また密度に関しては、高密度コナラ

個体の心材内にデンプン質が充填される傾向があり、これが材密度を高くして

いた。地下部バイマス比、拡大係数、材密度といった情報は日本においてはお

もに人工林施業に用いられる針葉樹に情報が集中しており、樹形や材形成機構

が多様な広葉樹におけるこのような基礎情報の蓄積が求められる。一方土壌炭  
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(e) Root
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図 6-1   山城試験地における炭素蓄積量(2000-2002)
Carbon pool of Yamashiro experimental forest(2000-2002)
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(b)  3.9

(c) 9.71

(g) 0.50

(d) 5.81

(i) 2.58

(f) 3.66

(e) 2.15

(j) 0.58

図 6-2  山城試験地における炭素フラックス(2000-2002)
Carbon flow of Yamashiro experimental forest(2000-2002)
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Fig. 6-3 林野庁森林資源量調査による林齢と炭素蓄積量の
関係,(a) 広葉樹天然林、(b)広葉樹人工林、●は山城試験
地の蓄積量
Relationship between stand age and total biomass in
Japan (a):Natural  broadleaved forest ,(b):Managed broadleaved
Forest
Black circle shows total biomass of Yamashiro experimental forest.
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素蓄積(30.0tC ha-1)に関しては Morisada et al.(2004)による日本の土壌炭素蓄

積量の平均値 188tC ha-1 と比較すると明らかに小さい。本試験地が日本の森林

の中では森林が形成されてからの歴史が非常に短いことがその原因となってい

ると考えられ、土壌が未熟性であることや土壌深が浅いという現状はこれと合

致する結果となっている。  

以上のことから山城試験が日本の同林齢林広葉樹林と比較して、一般的な森

林ではあるが土壌炭素蓄積に関しては特異的に小さいことが理解される。  

ここで本研究においては伐倒調査木の年輪解析によりコナラの最大年齢か

ら林齢を暫定的に約 60 年と定義しているが天然性林においては、植林を行っ

たわけではないために群落内の樹木の樹齢はまちまちであり（わずかに残った

アカマツの最高樹齢は 119 年であった）、明確な林齢を定義することは本来的

には困難であることを指摘しておく。本試験地においてはアカマツの枯死と呼

応して広葉樹林化したというシナリオに基づき、年輪解析情報から、それ以上

の年齢のコナラがなかったために最大で 60 年とする、という定義がここでは

可能であったが、群落内の遷移プロセスのシナリオが明確でない場合には天然

林の林齢を指標として利用することには注意を要すると考えられ、また本試験

地においても平均樹齢のような異なった指標を用いると大幅に林齢が若くなる

と考えられる。  

 群落成長率(ΔW/W =1.30/63.88）は 2.03%で、林齢 60 年と仮定して完全線形

配分を行った場合（1.67%）に比較的近い結果が得られた。枯死率（Mortality：

0.61/63.88）は 0.95%と一般的な値であったが、ΔW に対する枯死木発生量は

47%とかなり高い値を示した。また測定期間中の年間枯死木発生量の最大値と

最小値は 0.9 と 0.3tC と大きな変動を示す値であり、ΔW と PCWD は補完的な関

係（枯死木が多く発生すると ΔW が小さくなり、結果として ΔW：PCWD 比はさ

らに大きな変動を示す）があることからこの比はたまたま推定を行った期間に

おいて発生していたに過ぎない可能性が高い。ΔCWD は 0.11tC ha-1 y-1 とな

り枯死木がやや増加しているという結果になった。しかしΔCWDは PCWD -Rcwd

であり、Rcwd は PCWD の関数ではなく CWD の関数である。CWD プール（9.3tC 

ha-1）は PCWD と比較すると短期的には変動が小さい値であるが、過去の枯死率

の長い履歴に依存しているために現在の W、ΔW、およびの PCWD 長期的なモ
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ニタリングが重要である。このようにして W の一部（0.95%）が枯死木として

落葉などと同様に広義な意味でのリターとして群落炭素循環の分解系に移行す

る。本試験地においては PCWD を含めたトータルリター発生量は 3.77tC ha-1

（Plitter-above:2.58,PCWD:0.61,Plitter-below:0.58 tC ha-1 y-1）でそのうちの 89%に

相当する 3.55tC ha-1 が分解によって再び大気に放出されるという推定結果に

なった。このような再配分プロセスを経て、森林の葉の GPP によって固定さ

れた CO2（11.8tC ha-1）は NPP で 5.07tC ha-1、NEP で 1.72tC ha-1、さらに

ΔW に 1.08tCha-1 とΔS へ 0.31tC ha-1 と減少していくのがわかる(表 6-1)。こ

のそれぞれの値の一般性は広域森林情報がないために一般性のある議論をする

のが困難である。限られた情報ではあるがいくつかの Flux サイトとの比較を

試みてみる。  

表 6-2 にこれまでに得られたタワーフラックスとバイオメトリおよびチャン

バー観測が並行して行われた研究例と本研究の比較値を示す。-NEE の分布は

1～4tC ha-1 y-1 前後までの値を示しているが、その配分は様々であることが明

瞭 に 示 さ れ て い る 。 4t ha-1 y-1 程 度 の 高 い 吸 収 を 示 す サ イ ト

（Fujiyoshida(Ohtsuka et al.,2007)、Lagern(Etzold et al.,2011)）においても

ΔW が他のサイトと比較して必ずしも高いとは言えず、また樹木成長の良い

（ΔW が高い）サイト（Takayama Ceder Plantation(Yashiro et al.,2010)）で

あ っ て も 、 Δ S の 減 少 に よ っ て 、 樹 木 成 長 が 半 分 以 下 の サ イ ト

（Fujiyoshida(Ohtsuka et al.,2013)）よりも-NEE が低い。さらに-NEE が 2tC 

ha-1 y-1 以下のサイト間であってもΔS の差は 1tC ha-1 y-1 以上開いている。こ

のように森林の NEP の推定に関しては NEP=NPP -Rh の分解呼吸量を引く段

階で森林の植物成長プロセスである NPP に、植物以外の従属栄養生物のプロ

セスが付加される。しかし、Rh 自体はバイオマスプールとは直接関係のない群

落全体にプールされている枯死有機物とそれを利用する従属栄養生物の相互作

用であるために、過去からの時間経過の中で形成されてきた枯死木などを含め

た分解に供される被分解物プールが NEE に高い影響を与え、そのプールの構

造は即時的には現在の群落構造と一定の関係にはならない。このことがこのよ

うな、群落による炭素収支構成の違いを発生させていると考えられる。国内で

測定された例としては Takayama サイトの報告（Ohtsuka et al,.2007）が樹種  
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表 6-1  山城試験地における主な炭素プールとフラックスおよび推定誤差

Pools (tC ha-), fluxes(tC ha-1 y-1) and variation (RMSE) of the major components of
NPP and of net ecosystem carbon storage for the study site. Annual net carbon storage was
calculated both as NEP and as the change in carbon pool size (ΔC). Net ecosystem exchange (NEE) 

was derived from the eddy-covariance data using a u* threshold of 0.4 m s-1.

Pool 
(tC ha-1) RMSE

Flux
(tC ha-1 y-1) RMSE

Aboveground
(a) Wood 48.40 1.04 1.08 0.02 
(b) Leaves 3.78 0.21 2.58 0.20 
(c) CWD 9.30 0.23 0.61 0.22 

Belowground
(d) Woody roots 9.86 0.79 0.22 0.01 
(e) Fine roots 1.84 0.15 0.58 0.15 

(f) NPP (a+b+c+d+e) 5.07 0.60 

(g) Total soil respiration (mean) 5.81 1.45 
(h)            (max.) 7.09 1.78 
(i)            (min.) 4.25 1.50 

(j) Heterotrophic respiration in soil respiration(mean) 3.66 0.92 
(k)                   (max.) 4.47 1.12 
(l)                    (min.) 2.68 0.67 

Respiration from CWD (m+n) 9.30 0.23 0.50 0.27 
(m) Logs 5.61 0.14 0.17 0.09 
(n) Snags 3.69 0.09 0.33 0.18 

Soil carbon
(o) litter 31.00 11.16 0.31 0.11 
(p) CWD 9.30 0.23 0.11 0.50 

NEP (mean)  (f-j-m-n) 0.91 2.13 
(max.) (f-l-m-n) 1.89 2.43 
(min.) (f-k-m-n) 0.10 2.33 

ΔC (a+d+o+p) 1.72 0.64 

NEE -1.23 
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表 6-2  森林の炭素収支の主なコンパートメントフラックス比較
Comparison of major compartment of carbon flow at various flux measurement
forests

Name Yamashiroa Takayamab Takayama(young)c
Takayama(Cedar 
Plantation)c

Fujiyoshidad Harvarde UMBSf Lagereng Davosg

Forest type
Deciduous 
Evergreen BL

Deciduous BL Deciduous BL Evergreen NL Evergreen NL Deciduous BL Deciduous BL Deciduous BL Evergreen NL

Lititude 34゜47′N 36゜08′N 36゜07′N 36゜08′N 35゜27′N 42゜54′N 45゜35′N 47゜28′N 46゜49′N

Annual mean temperature(℃) 15.5 7.3 11.2 0.7 5.5 7.4 3.4
Altitude(m) 220 1420 1160 800 1030 340 682 1639
Wtotal 63.9 83.7 143.3
ΔW(total) 1.3 0.3 2.5 4.1 1.4 1 2.1 2.8 1.5
ΔW(aboveground) 1.1 0.3 2 3.1 1.1 0.8 1.7 2.4 1
ΔW(Blowground) 0.2 0 0.5 1 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5

ΔCWD 0.1 1 1 0.6 4
Mortality 0.6 1.5 0.5 1.5 0.8 0.7 0.2 NA NA
Respiration -0.5 -0.5 NA -0.5 -0.2 -0.3 NA NA NA

ΔSOM 0.3 0.8 -1.6 0 0.9 0.2 -0.8 0.2 0.32
Litter Input 3.2-3.9 4.7 3.2 3.6 5.1 4.2 4.4 3.4

Above 2.6 1.8 1.6 2.7 2.1 1.4 1.5 3.7 2.1
Below 0.6-1.3 2.9 1.6 0.9 3 2.7 0.7 1.3

Respiration -3.7 -3.9 -4.9 -3.6 -4.2 -4.6 -4.1

ΔC 1.7 2.1 0.9-1.4 4.0-4.3 2.9 1.8 2.1 4.3 2
NEP 0.9 1.6 1.4-1.5 3.1 0.8
-NEE 1.2 2.8 NA 3.4 3.9 2 1.5 4.4 1.5
aKominami et al.(2008)
bOhtsuka et al.(2007) and Saigusa et al.(2005)
cOhtsuka et al.(2010) 
dOhtsuka et al.(2013)  and Mizoguchi et al.(2012)
dYashiro et al.(2010) and Saito et al.(2010)
eBarford et al.(2001) and Urbanski et al.(2007)
fGough et al.(2008)
gEtzold et al.(2011)



158 
 

および群落バイオマスとしては比較的山城試験地に近いと言える。高山試験地

の優占樹種はミズナラで樹形や葉形状なども山城試験地の優占樹種であるコナ

ラに非常に近い。またΔC も山城試験地が 1.7tC ha-1 y-1 に対して 2.1 tC ha-1 y-1

と比較的似通った値であると考えてもよかろう。それにもかかわらず、ΔW や

ΔCWD、ΔS の配分はそれぞれ互いに著しく異なっている。Takayama サイト

では ΔW が 0.3tC ha-1 y-1 と山城試験地に比べてとても樹木成長量が小さく、そ

れと呼応して PCWD が大きい（1.5tC ha-1 y-1）のがわかる。またΔS も山城試

験地の２倍以上を示しており結果的に、CWD も土壌炭素の一部と定義すると

NEP（ΔC）の大部分（86%）が土壌炭素蓄積増分に振り分けられていると推

定されている。これには Takayama 森林の推定期間中の枯死率が高いこと（ミ

ズナラのナラ枯れと考えられる）と、またΔS の高さに関してはササ群落の関

与を示唆されている（Ohtsuka et al.,2007）。同様の現象は過去のマツ枯れ時

の山城試験地においても想定される。    

ここで、このような樹木枯死に伴うΔW の減少と分解呼吸への配分を推察す

るために非常に簡単な数値実験を行ってみる。これまで推定された山城試験地

のバイオマス履歴（4.1.7）から推定されたΔW と PCWD に加えて、CWD に一

定の分解率（k：年間の有機物分解率）を仮定し、2005 年時点でのの枯死木現

存量に合致するような k を探して CWD 分解計算を行いΔCWD と ΔW の関係

がΔC（ここでは単純化のためにΔS は検討しない）に与える影響の評価を試

みた（図 6-4（a）：群落バイオマスと枯死木プールの長期変動、図 6-4(b)：6-4(a)

から算出したΔC、ΔW、ΔCWD、用いられた最適化分解率(k)は 0.09 であった）。

図 6-4（a）はアカマツ（〇）とコナラ（×）のバイオマスの長期変動とアカマ

ツの枯死木蓄積量（△）の変動を示す。図 6-4（b）は(a)の 1975 年以降の各蓄

積量の変動から求められるΔW とΔCWD およびΔC（ΔW+ΔCWD）を示す。  

1975 年に枯死が発生したとすると、攪乱の開始に伴い ΔW は即時大きなマ

イナスに転ずるが、それを補完する形で失われた W の分だけ CWD プールが増

加するために、結果としてΔC（＝NEP）に対しては攪乱影響として即時に影

響を与えず、増加した CWD プールからの呼吸量として時間をかけてゆっくり

と NEP を低下させる要素として機能することがわかる。枯死木は葉リターな

どの小型のリターと比較して分解率が低いために有機物バッファーとなって攪  



159 
 

  

80

60

40

20

0

B
io

m
as

s 
(t

C
 h

a-
1 )

200019801960194019201900

Year

 Biomass Pinus 
 Biomass Quercus
 Total_cwd

-6

-4

-2

0

2

4

6

fl
u
x 

(t
C

 h
a-

1
 y

-1
)

 

2005200019951990198519801975

Year
 

 delta_c
 delta_w
 delta_cwd

(a)

(b)

図 6-4 単純化された山城の長期炭素蓄積量変動（a）と攪乱前後のΔWおよび
ΔCWDの変動(b)

Simplified historical change of biomass at Yamashiro experimental forest (a)
and estimated ΔW, ΔCWD and ΔC. ΔS was not count on ΔC for simplification. 
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乱に伴う ΔW の放出への急速な転換を押さえている。一方、樹木への攪乱が終

了して群落植生の回復期に転じても CWD プールからの CO2 放出は止まらない

ために結果として長期にわたって NEP を放出側に偏らせることになる。2005

年段階でも山城試験地の枯死木の 80%は先駆植生のアカマツであることは、こ

のことを強くサポートすると考えられる。このような ΔW に対する PCWD の強

い影響は Harvard Forest においても見られ（ΔW の 80%に相当 ,Curtis et 

al.,2002）、山火事や樹病などの群落全体に関わる明瞭な攪乱以外にも群落内に

ある個体に個別にかかる被圧や樹病などの影響の関与が想定される。  

群落内の小さなスケールでの攪乱影響に関して、本試験地における群落内

5m メッシュ内の ΔW の空間変動の値（1999-2004 年）を図 6-5 に示す。これ

は各メッシュ毎に樹幹が存在した個体をメッシュ内個体と仮定してメッシュ毎

ΔW を算出した分布図である。平均 ΔW(1.08 tC ha-1 y-1)に対して ΔW の空間

変動が非常に高いことがわかる。つまり群落全体の中で高い ΔW を稼ぎ出して

いる空間はとても限られていて、むしろ枯死によって衰退している場所も数多

くある。1994 年から 2009 年までの４回の毎木調査の結果からは、DBH3cm 以

上の樹木本数は 5952 本から 5380 本に減少するものの ΔW は 1.03～1.51tC ha-1 

y-1 まで漸増を続けていることが明らかとなっている（データ未公表）。このよ

うな小さなスケールでの枯死もある種の攪乱（大型の樹木の場合はそのほとん

どが台風による風倒）であると考えると、短期的かつ 1.6ha というとても小さ

な群落においても群落は枯死－成長のわずかな差によって全体の ΔW を形成し

ていることが理解される。  

森林群落の長期成長様式と NEP の関係に関して、吉良(1976)や Odum(1969)

に代表される静的な群落炭素蓄積仮説においては森林の NEP は樹冠閉鎖初期

に NEP が最大を迎え、その後は W が最大値に向かって収束するために ΔW が

0 に近似することを基本的な枠組みとしてきた（図 6-6(a)）。一方近年のタワー

フラックス観測や長期群落炭素モニタリングから（e.g Knohl et al.,2003, 

Bradford et al.,2008）、森林の NEP が高齢林においてもバランスしないことや、

森林には特定の頻度で攪乱が発生するために ΔW が 0 になることはまれである

（図 6-6(b)）ことが明らかとなってきており広域推定においてもこのような考

え方に基づいた NEP 推定モデルが用いられ始めている（e.g. Williams et  
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al.,2012,2014; Bond‐Lamberty et al.,2014）。このように植物体への蓄積が長

期的な群落蓄積や広域での蓄積において不安定なものであるとするのであれば、

個々の群落炭素動態評価において必要とされるのは土壌炭素収支の推定とΔS
のリター発生量依存性や、攪乱影響によって発生した CWD リターの土壌炭素

への組み込みなどになると考えられる。表 6-2 からリター投入と分解呼吸量を

プロットしたのが図 6-7 であり、直線は両者がバランスした y=x のラインであ

る。わずかに正の相関はあるものの非常に高いばらつきを示し、結果としては

大幅な土壌炭素増大や減少を示しうる関係になっている。  

ΔS は本来、PCWD を含んだリター発生量から被分解有機物の呼吸量を引いた

収支によって算出されるが、発生量は葉リターなどのように比較的安定して毎

年発生するものと枯死木のように散発的かつ大量に発生するものがあるため収

支としてのΔS は短期的に大きく変動する場合がある。ここで見られる高いば

らつきはこのようなΔS を規定するリター発生量の短期的な変動によるもので

ある可能性と、ΔS 推定における様々な誤差要因の積み重ねの影響によって、

現在の Rh 情報はこのような議論を行うのには十分ではないという可能性が考

えられる。推定誤差に関しては、Rh の推定値が高い空間変動を持つ土壌呼吸

（Rsoil）の群落平均値に加え、Rsoil における Rh/Rr 比を群落全体でしかも最低

１年間の平均的な値として推定するという現在の技術ではかなり推定の難しい

値の組み合わせであることが関与していると考えられる。GPP に対してかなり

小さな値を示すΔS を妥当な精度で吸収（GPP）－放出（R）の関係性から求

めることが技術的に可能なのか？という命題は今後も森林の炭素収支を考える

上で重要な項目であり、長期－広域での森林の炭素蓄積能がΔS に強く依存し

ていると考えるのであれば、このような Litter 発生量－Rh 比に対して環境因

子がどのような影響を与えるのかを検討する必要がある。  

また植物体への炭素蓄積（ΔW）の攪乱影響については本研究におけるΔW
（1.08tC ha-1 y-1）に対して PCWD（0.61tC ha-1 y-1）が占める割合が 56.5%で

あり、また比較的小型の個体しか存在しない山城試験地においても 0.2tC 程度

の炭素を持つ樹木が存在していることから大型の個体がいつ死ぬのか？という

ことがΔW に非常に高い影響を与えることは自明である。しかし PCWD 自体は

CWD プールを即時的には決定しないため現在のΔW が十分に大きくても  
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CWD プールが大きいために結果的に NEP が低いということは十分に考えられ、

困難ではあるが CWD 収支を個別にモニタリングする必要性は高いと考えられ

る。 

 

6.2  本試験地の NEP と日本の落葉広葉樹二次林の炭素蓄積  

前述の資源量調査における天然林広葉樹の林齢毎のバイオマスデータを用

いて、サンプル点数が十分にあること、樹齢の進行に伴うバイマス変動が定常

的に行われると仮定して  

ΔWn＝Wn-Wn-1                                  (6-1) 

から ΔW（ΔS を 0 と見なした場合の NEP）を求めた（図 6-8）。図中●が資源

量調査結果で、〇は岡山県、三重県などで用いられている森林 CO2 吸収量認証

制度における広葉樹二次林の吸収能で、×は森林総合研究所温暖化拠点広報で

報じられている広葉樹吸収能である。〇や×に関しても基本的には資源量調査

に基づいた ΔW 相当の吸収量が提案されていると考えて良かろうと思われる。

これらのカーブは日本の広葉樹二次林の成長（CO2 吸収）は林齢が非常に若い

（20 年以下）段階でピークを迎え、60 年生以降はほぼバランスしてしまうこ

とを示唆している。一方、本試験地の結果は林齢 60 年においても高いとは言

えないもののある程度の NEP をもち、さらに毎木情報からはむしろ森林自体

がまだ成長段階にあることを示している。また Takayama のミズナラ林におい

ても（山城試験地よりも樹齢は古い）、山城試験地よりも高い NEP を示してい

る。専門分野においては、個々の森林がこういった定常的な林齢－ΔW 関係を

示すわけではないことは当たり前であるが、行政によって利用される情報など

において見られる落葉樹広葉樹の CO2 吸収能には過小評価がある可能性を指

摘しておく。  

 また本研究で得られた NEP および GPP をカーボユーロで総括されたヨーロ

ッパ全域の森林における推定値と比較すると（図 6-9）、山城試験地の NEP お

よび GPP は両者の関係を表す非管理広葉樹森林の関数上にかなり近い値を示

しており、NEP、GPP ともに絶対値としては小さいものの関係としては平均的

な配分を示していることがわかる。  
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図 6-9 ヨーロッパ全域で測定された広葉樹林のNEP-GPP関係（ Luyssaert et al.,2010 ）
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6.3 タワーフラックスとその周辺を巡る問題  

タワーNEE は主に u*しきい値の設定による夜間呼吸量の推定次第で NEE が

大きく変わる可能性があるということは現在でも大きな問題であると考えられ

る。そのためいくつかの異なる呼吸量関数や Look up table 法、カルマンフィ

ルターなどの呼吸量補完手法が提案されてきた。Moffat et al.,(2007)は 15 種

類の補完手法の比較を 10 カ所のベンチマークサイトを選定して行った。その

結果、先進的と思われる関数や手法を用いても推定誤差が減少するわけではな

く、基本的な手法である（本研究においても用いている）、夜間においては呼吸

を念頭に置いたアウレニウス式を、日中は光合成を念頭に置いた非直角双曲線

式を用い、夜間呼吸量は u*しきい値で使えるデータと補完する期間を選定する

手法が妥当であると結論づけている。一方 u*しきい値の設定に対する NEE の

変動はサイトによって大きく異なり、おおまかには日中吸収量が大きいにもか

かわらず NEE が小さいケースでは u*に対する変動特性が高い傾向がある。つ

まり暖かくて GPP が大きく、しかも NEE が小さい場合には適切な u*しきい値

の設定が困難であることを示している。Malhi et al.,(1999)は熱帯林の NEE
（5.9tC ha-1 y-1）のうち 3.6tC ha-1 y-1 をΔS と配分しているが、これはタワー

フラックスの過大評価が影響を与えた（Malhi-Kominami 私信,2005）と考え

られており、このようにタワーフラックスの推定誤差が、ΔS などの評価が困

難な項目に繰り込まれる可能性には注意が必要である。一方、前述の NEP の

静的定常仮説に対する反証として、動的な撹乱効果や老齢林における NEP 存

在が近年報告されており、Luyssaert et al.,(2008)に代表されるような老齢林が

CO2 吸収能を維持しているという主張がされ始めているが、その基礎となった

のは先行する Knohl et al.,(2003)によるドイツ老齢林サイト（250 年生）にお

けるタワーフラックス観測であることは重要であろう。老齢林化して W が大き

くなると樹木個体自体サイズが大きくなるめ、個々の枯死木発生が ΔW に与え

る影響が大きくなり、また大きな枯死木によってもたらされた PCWD は分解に

時間がかかることにより Rh に影響を与えるまでの時間が長くなり、また測定

も困難である。そのため個体サイズの大きい高齢林においては、バイオメトリ

ック法を用いた場合、ΔW と比較してΔC を推定することは困難になり、タワ

ーNEE の情報はより重要となる。こういった背景を踏まえ Williams et 
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al.,(2012,2014)の NEP 広域評価などにおいても林齢－バイオマス関数（図 6-10）

の林齢が 100 年を超えた部分でのバイオマス増加関数の割り当ては解釈の仕方

によっては定常しているともとらえられるが、攪乱はどの林齢段階でも起こり

えて、また実質的に存在する林齢の森林において、ΔW は定常しない（0 にな

らない）ことを前提として解析を行っていると考えられる。これは、国内にお

いても高齢人工林における炭素蓄積機能の存在が近年多数報告されるようにな

っているため（e.g.,正木ら.,2013,大住ら et al.,2000）,高齢林 NEP 推定は重要

な検討課題である。  

またタワーフラックス NEE に関しては測器の精度維持などの問題があるも

のの、タワー上で連続的に観測を行いさえすれば NEE の長期的な変動を測定

し続けることができるという利点がある。しかし NEE 変動を規定する因子の

変動（前述の Rh の長期変動など）を連続して並行測定することが非常に困難

であるため、年次変動などの長期 NEE（＝-NEP）についてなぜそれが変わっ

たのかを因子相互作用から評価することが難しい。またアロメトリー式や

TR-ratio など森林の状況が変化するに従って変わりうる変数であっても何度

も測定を行うことが実質的に困難なパラメータが数多くあるため、長期的な炭

素収支の変動の理解にはまだ数多くの課題があると考えられる。また土壌炭素

収支に関しては Rh の測定および長期変動推定がいまだに発展途上の研究分野

であり、発生するリターの多様性と合わせて、十分な精度をもった土壌炭素収

支推定手法そのものの模索が必要であると考えられる。森林に発生するリター

は多種多様におよび、比較的測定しやすい地上部リターであっても十分な精度

をもってリタートラップ測定や枯死木発生をモニタリングすることは簡単では

ない。まして、地下部リターの発生に関しては本試験地においてもフラットヘ

ッドスキャナを用いた細根成長の季節変動や絶対値推定などを試みているもの

の技術的な壁はまだまだ高い（Dannoura et al.,2008）。一方に Rh に関しては

地上部（e.g.、Jomura et al.,2005,2006(CWD),Ataka et al.,2013,2014(Leaf 

litter)）,地下部（Matsumoto et.al.,2008）,などの研究により Rh のリターサイ

ズ依存性や含水率依存性などの知見が得られており一定の成果を上げつつある。

しかし、Rh 推定に関しても連続的な観測は限定され、また空間変動評価に関し

ては多くの課題を残している。これに加え、根の Rh に関しては測定された細  
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根そのものの呼吸の多くが菌根菌呼吸である可能性があり、Ra と Rh の境界自

体が曖昧であると考えられる。森林の NEP は植物体が GPP によって固定した

有機物を植物自身と生態系に存在する全ての生物がその生活様式に応じて消費

していく過程の残渣であり、当然ではあるがそこに数多くの生物間相互作用が

発生する。さらにこの相互作用はプロセスを流れる有機物の量や質に依存して

おり、また個々に固有の環境因子もこれに影響を与える。森林が陸域生態系の

中で広い範囲で存在し、また長期にわたってその姿を保っている理由の一つに

このような生産物および消費者の多様性があると考えられ、群落 NEP はその

総体の活動の結果であるとも言える。規格化されたモデル比較やリモートセン

シングによる森林の機能評価が数多く行われているが、我々の研究ようなフィ

ールドにおける個々のプロセス測定やその相互作用の評価も、いまだ十分に理

解の進んでいない森林の炭素循環に関わる研究においては大きな意味もってい

る、というのが筆者の個人的な見解である。  
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森林の CO2 吸収量は、大気－森林間において大気から森林に輸送された CO2

量（NEE）に相当する、これは地下への流出や昆虫・鳥獣による移動などを無

視できる場合は同時に森林生態系が行った正味の生産量（NEP）に等しく、ま

た結果として生態系内の炭素蓄積の増加量（ΔC）でもある。NEE は日中の吸

収量(NEEday)と夜間呼吸量(NEEnight)の差であり、 

NEE=NEEday-NEEnight                                                 (7-1) 
また NEP は光合成量（GPP）と生態系呼吸量（Re）の差である。  

NEP=GPP-Re                                    (7-2) 
ΔC は樹体炭素蓄積速度（ΔW）と土壌炭素蓄積速度（ΔS）の和であるが、

ΔW は NPP と枯死脱落量（L）の差であり、ΔS は枯死有機物の発生量（L）

と有機物分解呼吸量（Rh）の差である  

ΔC=ΔW＋ΔS=NPP-Rh                                        (7-3) 
したがって NEE、NEP、ΔC のどれもが吸収と放出の残差となるため、そ

の定量に関しては様々な困難が伴う。特に人為的な管理を行っていない森林に

おいては、木材やリター等の搬出を行っていないために、発生した大小様々な

枯死有機物は森林内に留まっており、これらが分解する過程で再び CO2 放出を

行う。そのため吸収と放出の差は拮抗する場合が多い。また林齢や樹種に関し

ても一様ではないため人工林と比較するとその CO2 吸収量の定量や長期変動

推定に関しては不明な点が多い。  

日本の森林(約 2400 万 ha)の内、天然性広葉樹林の面積は 1010 万 ha を占め

ており（約 42%）、2001 年度の自然環境保全基礎調査の報告においてコナラ林

は 226 万 ha であり、アカマツ林（227 万 ha）と並んで天然性林の中で最も広

く分布する樹林である。また急速に拡大が進むマツ枯れによりコナラ林の面積

は現在さらに増大していると考えられる。  

これらの状況を踏まえ京都府木津川市のコナラ・ソヨゴ林（山城試験地）に

おいて NEE、NEP およびΔC の並行測定を行い、定量化が比較的困難である

と考えられる広葉樹二次林の CO2 吸収量の評価と群落内部の炭素配分および

収支の推定を試みた。  

およそ 2000 年から 2004 年までの推定されたタワー観測による NEE、チャ

ンバー法による NEP およびバイオメトリック法によるΔC はそれぞれ
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-1.23,0.91,1.72tC ha-1 y-1 であり、誤差絶対値は比較的小さかったものの、GPP
に対する吸収量の比が 10～20%程度であったために呼吸量の推定誤差の積み

重ねによって最大 1.9 倍ほどの相対誤差が発生した。これらの誤差要因として

は 

１．タワーフラックス  

  ・夜間呼吸量の推定における u*しきい値の決定方法 

  ・移流測定の困難性  

 ２．バイオメトリック法  

  ・アロメトリー式の適合性範囲  

  ・土壌炭素蓄積速度推定精度  

３．チャンバー法  

  ・空間分布測定のための測定点数  

などが問題とされた。タワーフラックスによる移流量の定量、土壌炭素蓄積速

度の高精度化、チャンバー法、特に地上部葉群チャンバーの多点設置に関して

は現段階では一般的な解決策が見当たらないのが現状である。また比較的長期

観測が容易な土壌呼吸測定であっても装置の設置影響を避けることが困難であ

り、同じ場所で数年にわたって測定をし続けてもそれが土壌呼吸の経年変動を

表しているかどうかがわからないといった単純な問題が解決しているとは言い

がたい。  

これらの多くの問題を抱えながら本研究においては約 60 年生の落葉樹二次

林が行う CO2 吸収の定量とその内部動態が明らかとなり、樹木への炭素蓄積だ

けではなく、土壌への炭素蓄積の重要性および、これに関わる分解系の関与が

枯死木を含んだ枯死有機物の多様性とその経時的な変動に強く依存しているこ

とが示された。GPP から NEP（＝－NEE）および ΔS に至るまでの値がそれ

ぞれ GPP＝10.36tC ha-1 y-1、NPP=5.07 tC ha-1 y-1、NEP=1.72 tC ha-1 y-1、

ΔS=0.31 tC ha-1 y-1 となり、これを用いると GPP 比でそれぞれ 48.9%、16.6%、

2.9%に相当する、その結果 Ra と、Rh による再放出が GPP 比でそれぞれ 51.5%

と 32.3%となった。またΔW（1.08tC ha-1 y-1）に対する PCWD(0.61 tC ha-1 y-1)

の割合は 56.5%を占めさらにその年次変動が非常に高かった。また過去の攪乱

影響による枯死木プールからの RCWD の影響が長期にわたって NEPに影響を与
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えていた。これらの結果から群落内での枯死木発生量の長期モニタリングの必

要性が確認された。さらに同一群落内においても。高いΔW を作り出している

エリアは一部にしか存在せず、群落 NEP は枯死個体が少ないい場所と植物成

長自体はあるものの成長-枯死の回転が早いことにより結果的に NEP が低くな

ってしまう場所の混在した場であることがわかった。このことから、明瞭な攪

乱がない場合であっても群落平均 NEP を検討するときに十分な面積を持った

ΔW の測定が必要であると考えられ、また 60 年を経た森林であってもいまだ

に優占樹種で覆われた成熟林になる途上であることも示唆された。  

一方、2013 年より山城試験地においてもカシノナガキクイムシによるナラ枯

れの発生が見られ、現在も急速に進行している。1980 年前後のマツ枯れから

35 年を経て再び大規模攪乱に見舞われることになる。日本の森林はこのような

樹病攪乱のみならず台風や土砂崩れなどの自然攪乱が数多く発生するのが通例

で日本のフラックスサイトにおいても台風影響（e.g. Sano et al., 2010）によ

る NEP の反転（CO2 吸収から放出への逆転）などが報告されている。海外に

おいても、台風（e.g. Jones et al., 2010）と並んで山火事が大きな攪乱要因と

なっており（e.g. Meigs et al., 2009;Goulden et al., 2011）,さらに樹病に関し

てはアラスカ、カナダの Yellow Cider 枯死（Schaberg et al., 2011）に代表さ

れるように樹病と環境変動に関連が指摘されている。  

森林群落の NEP は様々な要素によって成り立っており、またそれぞれは異

なった時間－空間スケールの中で一様ではない反応と相互作用を示す。そのた

め各森林のある期間における NEP はそれぞれ固有の輻輳した要因によって発

生しており、一般化することが困難であると考えられる。このことははからず

も IPCC AR4 で指摘された「陸域生態系の CO2 吸収量は、その空間変動の大き

さと比較すると観測点があまりにも少ないために測定情報をアップスケールし

て全陸域 CO2 吸収量を推定するのは妥当ではない」を裏付けたとも言える。し

かしながら、森林生態系の複雑性がこのような変動を作っているのが事実であ

る以上、このような事例研究を積み重ねることによって、森林の CO2 吸収量の

持つ意味の理解とその定量化が可能になると考えるのが妥当であろう。  

 本研究においては暖温帯広葉樹二次林の CO2 吸収量に着目して、これを NEE、

NEP、ΔC という３つの手法を用いることにより、それぞれの手法において、
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手法開発も含め精度評価および各手法によって明らかとなる森林の機能評価を

行ってきた。それぞれの手法は、より正しい森林の CO2 吸収能を評価する上で

の比較手法として必要なだけではなく、各手法によって別個に森林内および森

林-大気間の異なった炭素の蓄積や移動の過程が理解されると言える。そのため

森林の炭素循環過程の定量化およびその予測においては、多くの困難や解決す

べき問題点があるものの、より高い精度でこれらの各要素を測定し続けること

が必要であると考えられる。また本研究でも明らかなように森林の CO2 吸収は

植物の光合成による CO2 からの有機物生成と、群落内の全ての生物の活動に伴

う有機物の消費（呼吸）のわずかな差によって形成されている。こういった大

きい値（GPP）から大きい値（Re）を引いて必要となる値（NEP）を推定する

場合には場合その比率依存（NEP/GPP）で必要とされる数字の比率が小さい

場合にはもととなる値の高い精度が求められるだけでなく、ここの値の環境応

答などの変動特性に関する推定の精度に関しても高い蓋然性が要求される。し

かし、温暖化抑制のための森林の CO2 吸収能の高度化などを検討する場合には、

このような森林群落内の諸要素の環境応答や相互作用の理解を深め、人為的な

行為（利用や植林など）が関与した場合にこららの要素に発生する変化の評価

と、長期にわたる森林生態系への影響を考察することが必要であり、このよう

な理解が安定した森林の維持につながると考えられる。また、温暖化などの環

境変動に伴う「未来の」森林生態系の炭素循環の変動を推定する場合において

も、「現在の」森林の諸要素の環境応答や「過去の」森林群落動態の理解が必要

であることは言うまでもない。本研究は現在人間の管理が行われていない天然

性の森林を対象とした炭素循環過程の評価であるが、並行して我々は大阪府交

野市において広葉樹人工林を対象とした炭素循環研究も行っている（植松編、

2014）。今後、日本で拡大すると予想される広葉樹林を、高い CO2 吸収能をも

つ健全な森林に育てるためには、このような天然性広葉樹林（二次林）と広葉

樹人工林の炭素循環過程およびその環境応答の理解をより高めていくことが必

要であり、またそのような知見が将来の日本の国土保全に役立つと期待してい

る。 
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末にマツ枯れで起きた優占樹種の衰退が、再び現在の優占樹種であるコナラに
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178 
 

 進化していく測定技術によって評価しうる項目の増加と、継続的に安定して

測定する必要のある森林自体の変化、および各々のプロセスの環境応答の両立

をどのようにして行っていくのかが大きな問題です。  

 最後に本論文を作成するにあたって長い間筆者とともに山城試験地における

共同研究を行っていただき、現在も毎木調査等で山城試験地に関わっていただ

いている森林総合研究所旧防災研究室（現森林環境グループ）の後藤義明氏、

玉井幸治氏、深山貴文氏に深く感謝いたします。後藤氏にはバイオマス関連の

調査解析を玉井氏には土壌呼吸量評価を、深山氏には地上部 CO2 交換量評価を

担当していただきました。 

また測定当初から山城試験地において共同研究を行っていただいた神戸大

学農学研究科の金澤洋一氏（現神戸大学名誉教授）およびそのメンバーの上村

真由子氏（現日本大学）、檀浦正子氏（現京都大学）、木村仁氏（現堺市）、佐々

木泰三氏、浜田昇吾（現香川県）氏、吉村謙一氏（現森林総合研究所）、三沢範

子氏、鈴木真由美氏、安宅未央子氏（現京都大学農学研究科森林水文学研究室）、

牧田直樹氏（現森林総合研究所）に感謝いたします。金澤氏にはバイオマス内

部分比の調査解析を、上村氏には枯死木炭素収支を、檀浦氏には根バイオマス

および呼吸量を担当していただきました。 

 さらに毎木調査やリター分類、土壌調査および現在も進行中の数々の測定に

関しましては京都大学農学科森林生態研究室の北山兼弘氏、小野田祐介氏、中

嶋聖徳氏、孙丽娟氏、池田千紘氏、京都大学農学科森林利用研究室の新原一海

氏、大貫真孝氏、河合清定氏、田中千晴氏、京都大学農学研究科森林水文学研

究室の真嶋光一郎氏、鶴田健二氏、日本大学日本大学生物資源科学部の舩山智

洋氏、京都市森林インストラクター会の皆さん、中学生職業体験学習に参加し

ていただいた中学生の皆さの多大なご協力を仰ぎました。また、本論文におい

ては十分に触れることができませんでしたが山城試験地の BVOC（生物起源揮発

性有機化合物）の観測に関しましては京都大学工学部エネルギー科学研究科の

東野達氏および奥村智憲氏にご指導、ご協力仰ぎました。これら本当に数多く

の協力があって山城試験地の炭素循環プロセスが明らかになったと思います。

本論文だけでなく、山城試験地で明らかとなった様々な森林生態系のプロセス

は、ここの記した、あるいは記すことのできなかったさらに多くの皆さんの、



179 
 

無償の努力によって成り立っています。長い観測生活でこのような、「人の大事

さ」は日を追う毎に痛感するところであり、深く感謝いたします。 

 つぎに本論文の執筆に当たりまして数多くのご指導、アドバイスをいただき

ました京都大学農学研究科教授、谷誠氏に深く感謝いたします。遅筆に遅筆を

重ね、やっと文章化されたのは谷先生のご指導と叱咤激励によるものであるこ

とは明らかであります。心からの感謝を述べさせていただきます。本当にあり

がとうございました。  

 また本論文の審査に当たりましては、主査の谷誠教授、および副査の北山兼

弘教授、舟川晋也教授には丁寧な査読と御指摘をいただきましたことを深く御

礼申し上げます。  

 最後にこれまで二十年以上の研究生活を支えてくれた筆者の家族および両親

に深く感謝いたします。  

 

2015 年 10 月 6 日 秋の気配が近づく森総研関西支所の研究室にて、小南裕志  

 

 



180 
 

 

 

 引用文献 

 

Ataka, M., Kominami,Y., Yoshimura, K., Miyama, T., Jomura, M., & Tani, M. (2014). 

In Situ CO2 Efflux from Leaf Litter Layer Showed Large Temporal 

Variation Induced by Rapid Wetting and Drying Cycle. PLoS One, 9(10), 

e108404.  

Ataka M., Kominami Y., Jomura M., Yoshimura, K., Uematsu C.. (2013). CO2 efflux 

from leaf litter focused on spatial and temporal heterogeneity of 

moisture. Journal of Forest Research, 19(2), 295-300. doi: 

10.1007/s10310-013-0422-1 

Aubinet, M., Grelle, A., Ibrom, A., Rannik, Ü., Moncrieff, J., Foken, T., . . . 

Bernhofer, C. (1999). Estimates of the annual net carbon and water 

exchange of forests: the EUROFLUX methodology. Advances in 

ecological research, 30, 113-175.  

Aubinet, M., Heinesch, B., & Yernaux, M. (2003). Horizontal and vertical CO2 

advection in a sloping forest. Boundary-Layer Meteorology, 108(3), 

397-417.  

Aubinet, M., Vesala, T., & Papale, D. (2012). Eddy covariance: a practical guide to 

measurement and data analysis: Springer Science & Business Media. 

Averill, C., Turner, B. L., & Finzi, A. C. (2014). Mycorrhiza-mediated competition 

between plants and decomposers drives soil carbon storage. Nature, 

505(7484), 543-545.  

Baldocchi, D. D., Vogel, C. A., & Hall, B. (1997). Seasonal variation of carbon 

dioxide exchange rates above and below a boreal jack pine forest. 

Agricultural and Forest Meteorology, 83(1), 147-170.  

Berg, B., & McClaugherty, C. (2003). Plant litter. Decomposition, humus 

formation, carbon secuestration. Berlin, DE.© Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg.  



181 
 

Black, T., Hartog, G. d., Neumann, H., Blanken, P., Yang, P., Russell, C., Staebler, 

R. (1996). Annual cycles of water vapour and carbon dioxide fluxes in 

and above a boreal aspen forest. Global Change Biology, 2(3), 219-229.  

Bond-Lamberty, B., Rocha, A. V., Calvin, K., Holmes, B., Wang, C., & Goulden, M. 

L. (2014). Disturbance legacies and climate jointly drive tree growth and 

mortality in an intensively studied boreal forest. Global Change Biology, 

20(1), 216-227.  

Bradford, J. B., Birdsey, R. A., Joyce, L. A., & Ryan, M. G. (2008). Tree age, 

disturbance history, and carbon stocks and fluxes in subalpine Rocky 

Mountain forests. Global Change Biology, 14(12), 2882-2897.  

Burton, A. J., Pregitzer, K. S., Zogg, G. P., & Zak, D. R. (1996). Latitudinal 

variation in sugar maple fine root respiration. Canadian Journal of Forest 

Research, 26(10), 1761-1768.  

Curtis, P. S., Hanson, P. J., Bolstad, P., Barford, C., Randolph, J., Schmid, H., & 

Wilson, K. B. (2002). Biometric and eddy-covariance based estimates of 

annual carbon storage in five eastern North American deciduous forests. 

Agricultural and Forest Meteorology, 113(1), 3-19.  

Dannoura, M., Kominami, Y., Oguma, H., & Kanazawa, Y. (2008). The 

development of an optical scanner method for observation of plant root 

dynamics. Plant Root, 2, 14-18. doi: 10.3117/plantroot.2.14 

Dannoura, M., Kominami, Y., Tamai, K., Jomura, M., Miyama, T., Goto, Y., & 

Kanazawa, Y. (2006). Development of an automatic chamber system for 

long-term measurements of CO2flux from roots. Tellus B, 58(5), 502-512. 

doi: 10.1111/j.1600-0889.2006.00216.x 

Davis, K. J., Bakwin, P. S., Yi, C., Berger, B. W., Zhao, C., Teclaw, R. M., & 

Isebrands, J. (2003). The annual cycles of CO2 and H2O exchange over a 

northern mixed forest as observed from a very tall tower. Global Change 

Biology, 9(9), 1278-1293.  

Etzold, S., Ruehr, N. K., Zweifel, R., Dobbertin, M., Zingg, A., Pluess, P., . . . 

Buchmann, N. (2011). The Carbon Balance of Two Contrasting Mountain 



182 
 

Forest Ecosystems in Switzerland: Similar Annual Trends, but Seasonal 

Differences. Ecosystems, 14(8), 1289-1309. doi: 

10.1007/s10021-011-9481-3 

Etzold, S., Ruehr, N. K., Zweifel, R., Dobbertin, M., Zingg, A., Pluess, P., . . . 

Buchmann, N. (2011). The carbon balance of two contrasting mountain 

forest ecosystems in Switzerland: similar annual trends, but seasonal 

differences. Ecosystems, 14(8), 1289-1309.  

Fang, C., Smith, P., Moncrieff, J. B., & Smith, J. U. (2005). Similar response of 

labile and resistant soil organic matter pools to changes in temperature. 

Nature, 433(7021), 57-59.  

Gaudinski, J. B., Trumbore, S. E., Davidson, E. A., & Zheng, S. (2000). Soil carbon 

cycling in a temperate forest: radiocarbon-based estimates of residence 

times, sequestration rates and partitioning of fluxes. Biogeochemistry, 

51(1), 33-69.  

Giardina, C. P., & Ryan, M. G. (2000). Evidence that decomposition rates of 

organic carbon in mineral soil do not vary with temperature. Nature, 

404(6780), 858-861.  

Goulden, M. L., Munger, J. W., Fan, S.-M., Daube, B. C., & Wofsy, S. C. (1996). 

Exchange of carbon dioxide by a deciduous forest: response to 

interannual climate variability. Science, 271(5255).  

Goulden, M. L., McMillan, A., Winston, G. C., Rocha, A. V., Manies, K. L., Harden, J. 

W., & Bond-Lamberty, B. (2011). Patterns of NPP, GPP, respiration, and 

NEP during boreal forest succession. Global Change Biology, 17(2), 

855-871.  

Granier, A., Ceschia, E., Damesin, C., Dufrêne, E., Epron, D., Gross, P.,Lemoine, D. 

(2000). The carbon balance of a young beech forest. Functional Ecology, 

14(3), 312-325.  

Hanson, P., Edwards, N., Garten, C., & Andrews, J. (2000). Separating root and 

soil microbial contributions to soil respiration: a review of methods and 

observations. Biogeochemistry, 48(1), 115-146.  



183 
 

Hirata, R., Hirano, T., Saigusa, N., Fujinuma, Y., Inukai, K., Kitamori, Y.,Yamamoto, 

S. (2007). Seasonal and interannual variations in carbon dioxide 

exchange of a temperate larch forest. Agricultural and Forest 

Meteorology, 147(3), 110-124.  

Hirata, R., Saigusa, N., Yamamoto, S., Ohtani, Y., Ide, R., Asanuma, J., Wang, H. 

(2008). Spatial distribution of carbon balance in forest ecosystems 

across East Asia. Agricultural and Forest Meteorology, 148(5), 761-775. 

doi: 10.1016/j.agrformet.2007.11.016 

Hollinger, D., Goltz, S., Davidson, E., Lee, J., Tu, K., & Valentine, H. (1999). 

Seasonal patterns and environmental control of carbon dioxide and 

water vapour exchange in an ecotonal boreal forest. Global Change 

Biology, 5(8), 891-902.  

Hollinger, D., & Richardson, A. (2005). Uncertainty in eddy covariance 

measurements and its application to physiological models. Tree Physiol, 

25(7), 873-885.  

ISHII, H. T., & DANNOURA, M. (2004). Measurement of Three-Dimensional 

Morphology and Surface Area of Conifer Shoots and Roots using the 

Desktop Scanner and Silhouette Image Analysis. Eurasian Journal of 

Forest Research, 7(1), 27-32.  

Jackson, R., Canadell, J., Ehleringer, J., Mooney, H., Sala, O., & Schulze, E. (1996). 

A global analysis of root distributions for terrestrial biomes. Oecologia, 

108(3), 389-411.  

Janssens, I. A., Freibauer, A., Ciais, P., Smith, P., Nabuurs, G.-J., Folberth, G., 

Schulze, E.D. (2003). Europe's terrestrial biosphere absorbs 7 to 12% of 

European anthropogenic CO2 emissions. Science, 300(5625), 1538-1542.  

Jomura, M., Kominami, Y., Dannoura, M., & Kanazawa, Y. (2008). Spatial 

variation in respiration from coarse woody debris in a temperate 

secondary broad-leaved forest in Japan. Forest Ecology and Management, 

255(1), 149-155. doi: 10.1016/j.foreco.2007.09.002 

Jomura, M., Kominami, Y., Tamai, K., Miyama, T., Goto, Y., Dannoura, M., & 



184 
 

Kanazawa, Y. (2007). The carbon budget of coarse woody debris in a 

temperate broad-leaved secondary forest in Japan. Tellus B, 59(2), 

211-222. doi: 10.1111/j.1600-0889.2006.00234.x 

Jones, S. E., Kratz, T. K., CHIU, C. Y., & McMAHON, K. D. (2009). Influence of 

typhoons on annual CO2 flux from a subtropical, humic lake. Global 

Change Biology, 15(1), 243-254.  

Kaimal, J., Wyngaard, J., & Haugen, D. (1968). Deriving power spectra from a 

three-component sonic anemometer. Journal of Applied Meteorology, 

7(5), 827-837.  

Kira, T., Ono, Y., & Hosokawa, T. (1978). Biological production in a 

warm-temperate evergreen oak forest of Japan: University of Tokyo 

Press. 

Kitamura, K., Nakai, Y., Suzuki, S., Ohtani, Y., Yamanoi, K., & Sakamoto, T. (2012). 

Interannual variability of net ecosystem production for a broadleaf 

deciduous forest in Sapporo, northern Japan. Journal of Forest Research, 

17(3), 323-332.  

Knohl, A., Schulze, E.-D., Kolle, O., & Buchmann, N. (2003). Large carbon uptake 

by an unmanaged 250-year-old deciduous forest in Central Germany. 

Agricultural and Forest Meteorology, 118(3-4), 151-167. doi: 

10.1016/s0168-1923(03)00115-1 

Knorr, W., Prentice, I., House, J., & Holland, E. (2005). Long-term sensitivity of 

soil carbon turnover to warming. Nature, 433(7023), 298-301.  

Kominami, Y., Jomura, M., Ataka, M., Tamai, K., Miyama, T., Dannoura, M., 

Yoshimura, K. (2011). Heterotrophic respiration causes seasonal 

hysteresis in soil respiration in a warm-temperate forest. Journal of 

Forest Research, 17(3), 296-304. doi: 10.1007/s10310-011-0315-0 

Kominami, Y., Jomura, M., Dannoura, M., Goto, Y., Tamai, K., Miyama, T., Ohtani, 

Y. (2008). Biometric and eddy-covariance-based estimates of carbon 

balance for a warm-temperate mixed forest in Japan. Agricultural and 

Forest Meteorology, 148(5), 723-737. doi: 



185 
 

10.1016/j.agrformet.2008.01.017 

Kominami, Y., Miyama, T., & Tamai, K. (2005). Evaluation of Nighttime Eddy CO2 

Flux using Automated Chamber Measurements. 農業気象 , 60(5), 

745-748.  

Kominami, Y., Miyama, T., Tamai, K. Nobuhiro, T., Goto Y. (2003). Characteristics 

of CO2 flux over a forest on complex topography. Tellus B, 55(2), 

313-321.  

Kruijt, B., Elbers, J., Von Randow, C., Araujo, A., Oliveira, P., Culf, A., Moors, E. 

(2004). The robustness of eddy correlation fluxes for Amazon rain forest 

conditions. Ecological Applications, 14(sp4), 101-113.  

Lavigne, M., Ryan, M., Anderson, D., Baldocchi, D., Crill, P., Fitzjarrald, D., 

McCaughey, J. (1997). Comparing nocturnal eddy covariance 

measurements to estimates of ecosystem respiration made by scaling 

chamber measurements at six coniferous boreal sites. Journal of 

Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012), 102(D24), 

28977-28985.  

Li, S. G., Asanuma, J., Kotani, A., Eugster, W., Davaa, G., Oyunbaatar, D., & Sugita, 

M. (2005). Year-round measurements of net ecosystem CO2 flux over a 

montane larch forest in Mongolia. Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres (1984–2012), 110(D9).  

Liski, J., Palosuo, T., Peltoniemi, M., & Sievänen, R. (2005). Carbon and 

decomposition model Yasso for forest soils. Ecological Modelling, 189(1), 

168-182.  

Lloyd, J., & Taylor, J. (1994). On the temperature dependence of soil respiration. 

Functional Ecology, 315-323.  

Loescher, H. W., Law, B. E., Mahrt, L., Hollinger, D. Y., Campbell, J., & Wofsy, S. C. 

(2006). Uncertainties in, and interpretation of, carbon flux estimates 

using the eddy covariance technique. Journal of Geophysical Research, 

111(D21). doi: 10.1029/2005jd006932 

Luyssaert, S., Ciais, P., Piao, S. L., Schulze, E. D., Jung, M., Zaehle, S., . . . Janssens, 



186 
 

I. A. (2010). The European carbon balance. Part 3: forests. Global Change 

Biology, 16(5), 1429-1450. doi: 10.1111/j.1365-2486.2009.02056.x 

Luyssaert, S., Schulze, E.-D., Börner, A., Knohl, A., Hessenmöller, D., Law, B. E., . . . 

Grace, J. (2008). Old-growth forests as global carbon sinks. Nature, 

455(7210), 213-215.  

Makita, N., Hirano, Y., Dannoura, M., Kominami, Y., Mizoguchi, T., Ishii, H., & 

Kanazawa, Y. (2009). Fine root morphological traits determine variation 

in root respiration of Quercus serrata. Tree Physiol, 29(4), 579-585. doi: 

10.1093/treephys/tpn050 

Makita, N., Hirano, Y., Mizoguchi, T., Kominami, Y., Dannoura, M., Ishii, H., . . . 

Kanazawa, Y. (2010). Very fine roots respond to soil depth: biomass 

allocation, morphology, and physiology in a broad-leaved temperate 

forest. Ecological Research, 26(1), 95-104. doi: 

10.1007/s11284-010-0764-5 

Malhi, Y., Baldocchi, D., & Jarvis, P. (1999). The carbon balance of tropical, 

temperate and boreal forests. Plant Cell Environ, 22(6), 715-740.  

Massman, W., Sommerfeld, R., Mosier, A., Zeller, K., Hehn, T., & Rochelle, S. 

(1997). A model investigation of turbulence-driven pressure-pumping 

effects on the rate of diffusion of CO2, N2O, and CH4 through layered 

snowpacks. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012), 

102(D15), 18851-18863.  

McMillen, R. T. (1988). An eddy correlation technique with extended 

applicability to non-simple terrain. Boundary-Layer Meteorology, 43(3), 

231-245.  

Meigs, G. W., Donato, D. C., Campbell, J. L., Martin, J. G., & Law, B. E. (2009). 

Forest fire impacts on carbon uptake, storage, and emission: the role of 

burn severity in the Eastern Cascades, Oregon. Ecosystems, 12(8), 

1246-1267.  

Mielnick, P., & Dugas, W. A. (2000). Soil CO2 flux in a tallgrass prairie. Soil 

Biology and Biochemistry, 32(2), 221-228.  



187 
 

Miller, S. D., Goulden, M. L., Menton, M. C., da Rocha, H. R., de Freitas, H. C., 

Figueira, A. M. e. S., & Dias de Sousa, C. A. (2004). Biometric and 

micrometeorological measurements of tropical forest carbon balance. 

Ecological Applications, 14(sp4), 114-126.  

Miyama, T., Kominami, Y., Tamai, K., Goto, Y., Kawahara, T., Jomura, M., & 

Dannoura, M. (2005). Seasonal changes in nocturnal foliar respiration in 

a mixed deciduous and evergreen broad-leaved forest. 農業気象 , 60(5), 

753-756.  

Miyama, T., Kominami, Y., Tamai, K., Goto, Y., Kawahara, T., Jomura, M., & 

Dannoura, M. (2006). Components and seasonal variation of night-time 

total ecosystem respiration in a Japanese broad-leaved secondary forest. 

Tellus B, 58(5), 550-559. doi: 10.1111/j.1600-0889.2006.00207.x 

Miyama, T., Kominami, Y., Tamai, K., Nobuhiro, T., & Goto, Y. (2003). Automated 

foliage chamber method for long-term measurement of CO2 flux in the 

uppermost canopy. Tellus B, 55(2), 322-330.  

Mizoguchi, Y., Ohtani, Y., Takanashi, S., Iwata, H., Yasuda, Y., & Nakai, Y. (2012). 

Seasonal and interannual variation in net ecosystem production of an 

evergreen needleleaf forest in Japan. Journal of Forest Research, 17(3), 

283-295.  

Moffat, A. M., Papale, D., Reichstein, M., Hollinger, D. Y., Richardson, A. D., Barr, 

A. G., . . . Stauch, V. J. (2007). Comprehensive comparison of gap-filling 

techniques for eddy covariance net carbon fluxes. Agricultural and 

Forest Meteorology, 147(3-4), 209-232. doi: 

10.1016/j.agrformet.2007.08.011 

Moncrieff, J., Malhi, Y., & Leuning, R. (1996). The propagation of errors in long-

term measurements of land-atmosphere fluxes of carbon and water. 

Global Change Biology, 2(3), 231-240.  

Morisada, K., Ono, K., & Kanomata, H. (2004). Organic carbon stock in forest 

soils in Japan. Geoderma, 119(1-2), 21-32. doi: 

10.1016/s0016-7061(03)00220-9 



188 
 

Nakai, Y., Matsuura, Y., Kajimoto, T., Abaimov, A., Yamamoto, S., & Zyryanova, O. 

(2008). Eddy covariance CO2 flux above a Gmelin larch forest on 

continuous permafrost in Central Siberia during a growing season. 

Theoretical and Applied Climatology, 93(3-4), 133-147.  

Nobuhiro, T., Tamai, K., Kominami, Y., Miyama, T., Goto, Y., & Kanazawa, Y. 

(2003). Development of the IRGA enclosed-chamber system for soil CO2 

efflux measurement and its application to a spatial variation 

measurement. Journal of Forest Research, 8(4), 297-301.  

Odum, E. P. (1969). The strategy of ecosystem development. Sustainability: 

Sustainability, 164, 58.  

Ohkubo, S., Kosugi, Y., Takanashi, S., Mitani, T., & Tani, M. (2007). Comparison 

of the eddy covariance and automated closed chamber methods for 

evaluating nocturnal CO2 exchange in a Japanese cypress forest. 

Agricultural and Forest Meteorology, 142(1), 50-65. doi: 

10.1016/j.agrformet.2006.11.004 

OHTANI, Y., SAIGUSA, N., YAMAMOTO, S., MIZOGUCHI, Y., WATANABE, T., 

YASUDA, Y., & MURAYAMA, S. (2005). Characteristics of CO2 fluxes in 

cool-temperate coniferous and deciduous broadleaf forests in Japan. 

Phyton, 45(4), 73-80.  

Ohtsuka, T., Akiyama, T., Hashimoto, Y., Inatomi, M., Sakai, T., Jia, S., Koizumi, H. 

(2005). Biometric based estimates of net primary production (NPP) in a 

cool-temperate deciduous forest stand beneath a flux tower. 

Agricultural and Forest Meteorology, 134(1-4), 27-38. doi: 

10.1016/j.agrformet.2005.11.005 

Ohtsuka, T., Mo, W., Satomura, T., Inatomi, M., & Koizumi, H. (2007). Biometric 

based carbon flux measurements and net ecosystem production (NEP) in 

a temperate deciduous broad-leaved forest beneath a flux tower. 

Ecosystems, 10(2), 324-334.  

Ohtsuka, T., Negishi, M., Sugita, K., Iimura, Y., & Hirota, M. (2013). Carbon 

cycling and sequestration in a Japanese red pine (Pinus densiflora) 



189 
 

forest on lava flow of Mt. Fuji. Ecological Research, 28(5), 855-867.  

Okumura, M., Tani, A., Kominami, Y., Takanashi, S., Kosugi, Y., Miyama, T., & 

Tohno, S. (2008). Isoprene emission characteristics of Quercus serrata in 

a deciduous broad-leaved forest. Journal of Agricultural Meteorology, 

Japan, 64, 49-60.  

Peichl, M., Brodeur, J. J., Khomik, M., & Arain, M. A. (2010). Biometric and 

eddy-covariance based estimates of carbon fluxes in an age-sequence 

of temperate pine forests. Agricultural and Forest Meteorology, 150(7), 

952-965.  

Pregitzer, K. S., Laskowski, M. J., Burton, A. J., Lessard, V. C., & Zak, D. R. (1998). 

Variation in sugar maple root respiration with root diameter and soil 

depth. Tree Physiol, 18(10), 665-670.  

Raich, J., & Schlesinger, W. H. (1992). The global carbon dioxide flux in soil 

respiration and its relationship to vegetation and climate. Tellus B, 44(2), 

81-99.  

Richardson, A. D., Hollinger, D. Y., Burba, G. G., Davis, K. J., Flanagan, L. B., Katul, 

G. G., . . . Suyker, A. E. (2006). A multi-site analysis of random error in 

tower-based measurements of carbon and energy fluxes. Agricultural 

and Forest Meteorology, 136(1), 1-18.  

Richardson, A. D., Mahecha, M. D., Falge, E., Kattge, J., Moffat, A. M., Papale, 

D., . . . Churkina, G. (2008). Statistical properties of random CO2 flux 

measurement uncertainty inferred from model residuals. Agricultural 

and Forest Meteorology, 148(1), 38-50.  

Ruimy, A., Jarvis, P., Baldocchi, D., & Saugier, B. (1995). CO2 fluxes over plant 

canopies and solar radiation: a review. Advances in Ecological Research 

(United Kingdom).  

Ryan, M. G., Hubbard, R. M., Pongracic, S., Raison, R., & McMurtrie, R. E. (1996). 

Foliage, fine-root, woody-tissue and stand respiration in Pinus radiata in 

relation to nitrogen status. Tree Physiol, 16(3), 333-343.  

Saigusa, N., Yamamoto, S., Murayama, S., & Kondo, H. (2005). Inter-annual 



190 
 

variability of carbon budget components in an AsiaFlux forest site 

estimated by long-term flux measurements. Agricultural and Forest 

Meteorology, 134(1), 4-16.  

Sano, T., Hirano, T., Liang, N., Hirata, R., & Fujinuma, Y. (2010). Carbon dioxide 

exchange of a larch forest after a typhoon disturbance. Forest Ecology 

and Management, 260(12), 2214-2223.  

Satomura, T., Hashimoto, Y., Koizumi, H., Nakane, K., & Horikoshi, T. (2006). 

Seasonal patterns of fine root demography in a cool-temperate 

deciduous forest in central Japan. Ecological Research, 21(5), 741-753. 

doi: 10.1007/s11284-006-0182-x 

Saugier, B., Granier, A., Pontailler, J., Dufrene, E., & Baldocchi, D. (1997). 

Transpiration of a boreal pine forest measured by branch bag, sap flow 

and micrometeorological methods. Tree Physiol, 17(8-9), 511-519.  

Schaberg, P. G., D’Amore, D. V., Hennon, P. E., Halman, J. M., & Hawley, G. J. 

(2011). Do limited cold tolerance and shallow depth of roots contribute 

to yellow-cedar decline? Forest Ecology and Management, 262(12), 

2142-2150.  

Schlesinger, W. H. (1990). Evidence from chronosequence studies for a low 

carbon-storage potential of soils.  

Sollins, P. (1982). Input and decay of coarse woody debris in coniferous stands 

in western Oregon and Washington. Canadian Journal of Forest Research, 

12(1), 18-28.  

Solomon, S., Qin, D., & Manining, M. (2007). Climate change 2007-the physical 

science basis: Working group I contribution to the fourth assessment 

report of the IPCC (Vol. 4): Cambridge University Press. 

Stocker, T., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., . . . 

Midgley, P. M. (2014). Climate change 2013: The physical science basis: 

Cambridge University Press Cambridge, UK, and New York. 

Tamai, K., Kominami, Y., & Miyama, T. (2005). Temporal Fluctuations in the CO2 

Efflux on a Forest Floor--The Case of an Extremely Immature Forest Soil. 



191 
 

農業気象 , 60(5), 773-776.  

Trettin, C. C., Johnson, D., & Todd, D. (1999). Forest Nutrient and Carbon Pools 

at Walker Branch Watershed Changes during a 21-Year Period. Soil 

Science Society of America Journal, 63(5), 1436-1448.  

Van Gorsel, E., Leuning, R., Cleugh, H. A., Keith, H., & Suni, T. (2007). Nocturnal 

carbon efflux: Reconciliation of eddy covariance and chamber 

measurements using an alternative to the u*-threshold filtering 

technique. Tellus B, 59(3), 397-403.  

Vargas, R., Carbone, M. S., Reichstein, M., & Baldocchi, D. D. (2011). Frontiers 

and challenges in soil respiration research: from measurements to 

model-data integration. Biogeochemistry, 102(1-3), 1-13.  

Vogt, K., & Persson, H. (1991). Measuring growth and development of roots. 

Techniques and approaches in forest tree ecophysiology, 477-501.  

Wang, C., Bond-Lamberty, B., & Gower, S. T. (2002). Environmental controls on 

carbon dioxide flux from black spruce coarse woody debris. Oecologia, 

132(3), 374-381.  

Waring, R. H., & Running, S. W. (2010). Forest ecosystems: analysis at multiple 

scales: Elsevier. 

Webb, E. K., Pearman, G. I., & Leuning, R. (1980). Correction of flux 

measurements for density effects due to heat and water vapour transfer. 

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 106(447), 85-100.  

Williams, C. A., Collatz, G. J., Masek, J., & Goward, S. N. (2012). Carbon 

consequences of forest disturbance and recovery across the 

conterminous United States. Global Biogeochemical Cycles, 26(1).  

Williams, C. A., Collatz, G. J., Masek, J., Huang, C., & Goward, S. N. (2014). 

Impacts of disturbance history on forest carbon stocks and fluxes: 

Merging satellite disturbance mapping with forest inventory data in a 

carbon cycle model framework. Remote Sensing of Environment, 151, 

57-71.  

Williams, M., Schwarz, P. A., Law, B. E., Irvine, J., & Kurpius, M. R. (2005). An 



192 
 

improved analysis of forest carbon dynamics using data assimilation. 

Global Change Biology, 11(1), 89-105. doi: 

10.1111/j.1365-2486.2004.00891.x 

Wofsy, S., Goulden, M., Munger, J., Fan, S.-M., Bakwin, P., Daube, B., . . . Bazzaz, 

F. (1993). Net exchange of CO2 in a mid-latitude forest. Science, 

260(5112).  

Wong, S., & Dunin, F. (1987). Photosynthesis and transpiration of trees in a 

eucalypt forest stand: CO2, light and humidity responses. Functional 

Plant Biology, 14(6), 619-632.  

Yashiro, Y., Lee, N.-Y. M., Ohtsuka, T., Shizu, Y., Saitoh, T. M., & Koizumi, H. 

(2010). Biometric-based estimation of net ecosystem production in a 

mature Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantation beneath a flux 

tower. J Plant Res, 123(4), 463-472.  

Yasuda, Y., Saito, T., Hoshino, D., Ono, K., Ohtani, Y., Mizoguchi, Y., & Morisawa, 

T. (2012). Carbon balance in a cool–temperate deciduous forest in 

northern Japan: seasonal and interannual variations, and environmental 

controls of its annual balance. Journal of Forest Research, 17(3), 253-267. 

doi: 10.1007/s10310-011-0298-x 

Yi, C., Anderson, D. E., Turnipseed, A. A., Burns, S. P., Sparks, J. P., Stannard, D. I., 

& Monson, R. K. (2008). The contribution of advective fluxes to net 

ecosystem exchange in a high-elevation, subalpine forest. Ecological 

Applications, 18(6), 1379-1390.  

Zogg, G. P., Zak, D. R., Burton, A. J., & Pregitzer, K. S. (1996). Fine root 

respiration in northern hardwood forests in relation to temperature and 

nitrogen availability. Tree Physiol, 16(8), 719-725.  

浅野猪久夫. (1982). 木材の辞典. 422pp, 朝 倉書店, 東京. 

石丸香苗 , 木下篤彦 , 早田順英 , 村田浩之 , 船越和也 , 黒岩知恵 , 梅村裕也 , 礒

嶋治康 (2013). 田上山山腹緑化工施工地の植生回復状況 . 日本緑化工学

会誌 , 39(11), 174-177.  

大住克博 , 森麻須夫 , 桜井尚武 , 斎藤勝郎 , 佐藤昭敏 , & 関剛. (2000). 秋田地方



193 
 

で記録された高齢なスギ人工林の成長経過 . 日本林學會誌 , 82(2), 

179-187.  

苅住昇 . (1979). 樹木根系図説 .  成文堂新光社 ,pp.1121  

環境省自然環境局 . (2001). 日本の里地里山の調査・分析について（中間報告）.  

吉良竜夫 . (1976). 陸上生態系-概論 . 生態学講座 , 2.  

後藤義明 , 玉井幸治 , 深山貴文 , & 小南裕志 . (2004). 京都府南部における広葉

樹二次林の構造と 5 年間の林分動態 . 日本生態学会誌 , 54(2), 71-84.  

後藤義明 , 小南裕志 , & 深山貴文 . (2003). 京都府南部地方における広葉樹二次

林の地上部現存量及び純生産量 . 森林総合研究所研究報告 , 2(2), 

115-147.  

小南裕志、檀浦正子、吉村謙一、上村真由子、安宅未央子、佐々木隆史、和田

佳子 . (2014). 炭素をめぐる人と森の関係、都市・森・人をつなぐ－森の

植物園からの提言－（植松千代美編）: 京都大学学術出版会 .pp.229-318 

小見山章 , 加藤正吾 , 二宮生夫 . (2002). 岐阜県飛騨地方における落葉広葉樹林

の相対成長関係 . 日本林學會誌 , 84(2), 130-134.  

島田博匡 . (2010). 三重県のスギ・ヒノキ人工林における長伐期施業に対応した

林分収穫表の作成 . 三重県林業研究所研究報告(2), 1-28.  

只木良也 , & 蜂屋欣二 . (1968). 森林生態系とその物質生産 . 林業科学技術振興

所, 東京 , 64p.  

玉井幸治 , 小南裕志 , 深山貴文 , & 後藤義明 . (2005). 山地小流域における地温 , 

土壌含水率からの土壌呼吸量時系列データの推定とその空間変動―京

都府南部における風化花こう岩地域の場合―. 日本森林学会誌 , 87(4), 

331-339.  

檀浦正子 , 鈴木麻由美 ., 小南裕志 ,後藤義明 ,金澤洋一 . (2006). 京都府南部の広

葉樹二次林における根現存量および根表面積 . 日本森林学会誌 , 88(2), 

120-125.  

檀浦正子 , 小南裕志 , 玉井幸治 , 後藤義明 , 上村真由子 , & 金澤洋一 . (2006). 京

都府南部広葉樹林において短期間に測定された根呼吸量の土壌呼吸量

に対する寄与の評価 . 農業気象 , 62(1), 15-21.  

千葉徳爾 . (1991). はげ山の研究 . (そしえて). pp.349 



194 
 

日本国 . (2009). 京都議定書 3 条 3 及び 4 の下での LULUCF 活動の補足情

報に関する報告書 . 

日本学術会議 . (2001). 地球環境・人間生活に関わる農業及び森林の多面的な機

能の評価について .   

沼田真編 . (1974). 生態学辞典 . (築地書館), PP203.  

琵琶湖工事事務所 . (1975). 瀬田川砂防史編 . pp.22.  

星加康智 , 羽島知洋 ,清水庸 ,大政謙次 . (2007). 日本における現状の森林植生と

潜在自然植生のNPPの比較 . 農業気象 , 63(1), 33-39.  

前迫俊一 , 酒井正治 , 下川悦郎 . (2003). 崩壊発生周期を用いた土壌炭素蓄積速

度の推定 . 九州森林研究 , 56, 239-241.  

正木隆 , 櫃間岳, 八木橋勉 , 野口麻穂子 , 柴田銃江, & 高田克彦 . (2013). スギ林

における壮齢時の間伐は樹高の長期的な成長にどのように影響するか? 

日本森林学会誌 , 95(4), 227-233.  

松本晃 , 小南裕志 , & 石井弘明 . (2010). 野外における小型チャンバー法を用い

た枯死根の分解呼吸量の直接測定 . 日本森林学会誌 , 92(5), 269-272.  

安田幸生 , 渡辺力 , 大谷義一 , 岡野通明 , & 中山敬一 . (1998). 落葉広葉樹林上に

おける CO2 フラックスの季節変化 . 水文・水資源学会誌 , 11(6), 

575-585.  

依田恭二 . (1971). 森林の生態学 : 築地書館 . pp.331 

林野庁 . (2014). 平成26年度 森林・林業白書 .pp.300  




