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１．はじめに

　地球上に存在する炭素は、大気・海洋・陸上
生態系といった様々な地球上の貯蔵庫に分かれて
存在しており、これらの貯蔵庫の間を気体・無機
炭素（炭酸イオンや炭酸塩など）・有機炭素と形を
変えながら循環している。地球上の表面の約7割
を占める海洋は、炭酸として大量のCO2 を溶解さ
せ、さらに表層の植物プランクトンによる光合成
生産がその取り込みを促進するため、CO2 の大き
な吸収源である１）,２）。一方で、陸上には森林や草
原・農耕地・都市など様々な生態系が存在してお
り、人間による土地利用の変化も速いことから、
そのCO2 収支は複雑である。IPCCの第三次報告
書３）では、地球規模での炭素収支の最新の推定結
果が示された。1990年代には化石燃料などによ

る炭素放出量が6.3±0.4（PgCyr－1 ）に対して大気中
の増加量は3.2±0.1であり、海洋－大気間の炭素
フラックス（移動量）として1.7±0.5、陸地－大気
間の炭素フラックスとして1.4±0.7が吸収された
としている。しかし陸地－大気間の炭素フラック
スは、陸上生態系の土地利用変化（例えば、熱帯
での森林伐採）によるCO2 放出量と、植物による
実質的なCO2 吸収量 （residual terrestrial sinkと呼ん
でいる） のバランスによって決定しているが、現
段階では両者を分離するためのデータが不足して
いる。
　そこで、陸上生態系の実質的なCO2 吸収量を把
握するために、1990年代からは陸上生態系（特に
森林生態系）における、いわゆる「タワーフラッ
クス観測」が世界中に急速に広まった４）,５）。森林
の上層と大気間のCO2 フラックスを直接観測する
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摘　　要
　地球規模での炭素循環の解明に対して、陸上生態系（特に森林生態系）の炭素収支の
観測は大きな役割を持っている。生態系を構成する地上部、地下部の植物体や落葉落
枝（リター）、粗大有機物、土壌炭素などの各炭素プールと炭素フラックスを測定する
生態学的な研究は、炭素の収支だけでなく陸上生態系のCO2 吸収量の年変動の原因解
明や、今後の吸収量変化の予測のためにも重要である。本稿では、陸上生態系（特に
森林生態系）の炭素循環についてまず概説し、その結果としての炭素収支を生態学的
手法によりどのように定量化するかについて説明する。
　陸上生態系の炭素循環は、炭素が貯留しているプールとプール間の流れであるフ
ラックスの組み合わせとしてのコンパートメントモデルで表すことができる。森林
生態系の炭素収支は植物群落の純一次生産（NPP） による実質的なCO2 吸収量と、従属
栄養生物呼吸によるCO2 放出量のバランスによって決定され、これを生態系純生産量
（NEP）と呼ぶ。森林生態系におけるNPPは、一定期間内のバイオマス増加量と枯死・
脱落量の和によって求められる。枯死・脱落量はリタートラップ法により測定される
が、枝は枯死してもすぐには落下しないため、林冠からの脱落量と実際の枯死量とは
異なり、その正確な推定には長期的な測定が必要である。一方、森林生態系のバイオ
マス増加量は一定期間での生個体の成長量と枯死量の差であり、森林では立ち枯れな
どの粗大有機物の蓄積量とその分解量の測定にも注意する必要がある。また細根の枯
死や有機物質の放出などによる地下部での有機物供給はリゾデポジションと呼ばれ、
直接的な観察や同位体元素を用いたトレーサーによる推定などが行われているが、そ
の測定手法の標準化が今後必要である。
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ことによって、森林生態系のCO2 の取り込み量を
時々刻々と測定することが出来るようになった
のである６）。現在ではフラックス観測を含む様々
なデータの蓄積から、熱帯地域ではなく、むしろ
温帯や亜寒帯の森林生態系がCO2 のシンクとして
大きな寄与を持っていることが徐々に明らかに
なってきた４）,７）－９）。微気象学的なタワーフラッ
クス観測は森林生態系における炭素収支の解明の
ために現在欠かせない手法である一方で、タワー
フラックス観測だけで森林生態系の炭素の行方
がすべて解明されるわけではない。森林生態系に
は植物体の他に、立ち枯れなどの粗大有機物や土
壌炭素など炭素貯蔵庫が複数存在し、長期的に貯
蔵される傾向にある。このため、個々の生物プロ
セスを測定する生態学的な手法によって、炭素の
収支だけでなく生態系の「どこ」に「どのように」炭
素が貯蔵されていくのか、また「どの」フラックス
の「どのような」変化が、生態系全体の炭素収支に
影響しているのかを解明する必要がある。陸上生
態系の炭素貯留量の５割以上は森林生態系によっ
て占められており、また単位面積あたりの炭素貯
留量は森林が圧倒的に高い３）ことからも、生物地
球化学的な炭素循環の解明に対して、森林生態系
の炭素収支の観測が持つ大きな役割は現在でも変
わっていない。本稿では、陸上生態系（特に森林
生態系）の炭素循環についてまず概説し、その結
果としての炭素収支を生態学的な手法によって、
どのように定量化するかについて説明する。また
森林でのタワーフラックス観測との連携を視野に
入れて、現在の生態学的な手法の問題点について
整理する。

２．陸上生態系の炭素循環

2.1　炭素循環から見た生態系の構造と機能
　生態系は生物群集と物理的環境で構成され、
相互に作用を及ぼしあいながら一つのまとまりを
もったシステムを形成している。大気や生態系内
の植物体、立ち枯れなどの粗大有機物、土壌炭素
のように炭素が貯留しているところをプール、ま
たはリザーバーといい、これらのプール間の炭素
の流れをフラックスという。炭素循環はこのプー
ルとフラックスの組み合わせで表現され、それを
模式化したものをコンパートメントモデルという
（図１）。コンパートメントモデルでは、生態系の
構造がプールの大きさ（単位面積あたりの炭素量）
に対応し、生態系の機能はフラックスの向きと大
きさ（単位面積・単位時間あたりの炭素の流れ）に
対応すると言うことが出来る。

　炭素循環の重要なプロセスを担っているのは
第一に生態系の生産者である植物群落である。
植物は光合成によって大気中のCO2 を吸収すると
ともに、地上部 （Ra）と地下部（Rr） の呼吸により
その一部を再び大気へ戻す双方向の炭素フラッ
クスを生み出す。植物が光合成によってCO2 を吸
収して生産する有機物総量は総一次生産量（gross 
primary production, GPP）と呼ばれ、そこから植物
の呼吸による有機物消費を差し引いたものが純一
次生産量（net primary production, NPP）である。す
なわち、

　NPP = GPP－（Ra + Rr ）　　                     　　　（１）

　このNPPが生産者による実質的な炭素固定量と
いうことになるが、そのすべてが植物バイオマ
スの増加として生態系内に蓄積されるわけでは
ない。例えば、落葉樹ではすべての葉は毎年作
り変えられるので、その年に生産された葉（NPP
の一部）はリターフォール（litter fall, LF）として脱
落し、土壌表面に落葉落枝（リター）として蓄積さ
れる。さらに地下部からも、根の枯死（特に細根）
や比較的低分子の有機物質の放出などがあり、こ
の有機物供給をリゾデポジション（rhizodeposition, 
RD）という10）。さらに森林生態系では、立ち枯れ
のような粗大有機物（coarse woody debris, CWD）と
して、NPPの一部は長期的に枯死植物体内に蓄積
される。
　生態系内に固定された有機物は、腐食連鎖と生
食連鎖を通じて従属栄養生物の呼吸（heterotrophic 
respiration, HR）により分解され、CO2 として放出
される。腐食連鎖とは、主にリターフォールや
リゾデポジションにより土壌へ供給された有機物
（soil organic carbon, SOC）を、土壌中の微生物（細
菌類や菌類）や小動物が取り込んで分解するプロ
セスである。また生食連鎖とは、昆虫や草食動物
により生きた植物体が被食されて分解されるプロ
セスである。一般的に、生食連鎖による有機物
分解量は通常の森林生態系においてはわずかで
あり11）、無視できるレベルとして扱う場合が多い
（図１では生食連鎖によるフラックスを省いて単
純化している）。
2.2　生態系純生産量
　森林生態系全体での炭素収支は、植物群落に
よる実質的なCO2 吸収量（NPP）と、従属栄養生
物の呼吸によるCO2 排出量（HR）との差によって
決定し、これを生態系純生産量（net ecosystem 
production, NEP）と呼ぶ。一般的に生物の呼吸作
用によって土壌表面から放出されるCO2 フラック
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スを土壌呼吸（Soil respiration, SR）と呼び（図１）、
これは主として土壌中の従属栄養生物の呼吸
（HR）と植物根の呼吸（Rr ）に由来すると考えられ
ている。もし、生食連鎖によるフラックスが無視
できるレベルであれば、土壌中の従属栄養生物呼
吸が生態系全体のHRのほとんどを占めるので、
SRとRr の差をHRとみなすことが出来る。結果的
に、生態学的な手法によるNEPの推定には次式が
通常用いられる。

　NEP = NPP－（SR－Rr ）　　      　　　　　　（２）

　この値がプラスであれば、その生態系は炭素の
シンクとして、マイナスであれば炭素のソースと
して機能していることになる。このように生態学
的な手法に基づく炭素収支の定量化のためには、
各プールの炭素量とともに、NPPやSR、Rr といっ
た炭素フラックスの速度を測定する必要がある。

３．森林生態系の炭素収支の生態学的
　　定量化手法

　ここでは、森林生態系において炭素のプールと
フラックスをどのように測定するかについて、具
体的な測定結果も交えながら紹介する。
3.1　炭素プール
3.1.1　植物バイオマス（現存量）
　森林のバイオマスの測定手法は木村12）に詳しい
が、その基本的なプロセスは次の３段階からなっ
ており、胸の高さ（1.3 m）での幹の直径（胸高直
径）に基づいてバイオマスを推定する。
１）一定面積の調査枠を設定し、枠内のすべての
樹木について胸高直径の調査を行なう。

２）試料木を選び、切り倒して（可能であれば根を
掘り出し）、各器官の重量の測定を行なう。

３）試料木の胸高直径と各器官の乾燥重量と間の
相対成長関係（アロメトリー）を解析し、その
関係とすべての樹木の胸高直径に基づいて単
位土地面積あたりの現存量を求める。

図１　森林生態系における炭素循環のコンパートメントモデル．
　　　□は炭素プールを示し，矢印は炭素フラックスを意味し

ている．HR, Heterotrophic respiration （従属栄養生物
呼吸）: GPP, Gross primary production （総一次生産量）: 
Ra, Aboveground respiration （植物体の地上部呼吸）: LF, 
Litter fall （リターフォール）: RD, Rhizodeposition （リゾ
デボジション）: Rr, Root respiration （根の呼吸）: SR, Soil 
respiration （土壌呼吸）. この図では草食動物による被食（生
食連鎖）を省略して単純化している．
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　岐阜大学流域圏科学研究センター高山試験地
にある落葉広葉樹林では、1993年からタワーフ
ラックス観測が続けられており５）、森林生態系の
炭素収支研究の日本における先駆けである。こ
こでは、このサイトでの実際の森林バイオマスの
測定例13）,14）を紹介しながら、具体的な方法を概説
しよう。このサイトではフラックスタワーを含
む1 haの永久コドラートを設置して、樹高1.3 m以
上の全樹木の幹にナンバーを打ち、位置座標と
胸高直径（樹高1.3 mでの幹の直径）を測定した。
また永久コドラート周辺の均質な森林において
15本の試料木を選び、さらにその中の7本につい
ては根堀調査を行なって、各試料木の地上部（葉
は除く）と太根の乾燥重量をそれぞれ測定した。
一般的に樹木の胸高直径 （D）と各器官の乾燥重量 
（W）の間には 、W = aD b という関係があることが
知られている（a, bは林分固有の定数）。これは相
対成長（アロメトリー）式と呼ばれ、両対数グラフ
では直線関係で表すことが出来る（log W = log a + 
b log D）。高山サイトでは地上部重 （Wa , kg） 及び
太根重 （Wr , kg） と樹木直径 （D cm）との関係は次
式のようになった。

　log Wa =－0.95＋2.32 log （D）（n=15）　　　　（３）

　log Wr =－1.10＋1.98 log （D）（n= 7）　　 　　（４）

　この相対成長式を用いて、各樹木の胸高直径か
ら樹木バイオマスを推定することが可能となる。
ただし、この式は樹木の乾燥重量ベースであり、
炭素プールとして炭素量ベースで算出する場合に
は、各器官の炭素含有量をNC分析計などにより
測定しておく15）必要がある。高山サイトでは、
永久コドラート内の直径調査の結果と式（３）、
式（４）から、樹木バイオマスは地上部（葉を除く
幹と枝）が71.4 t C ha－1 、地下部が22.9 t C ha－1 と推
定した。ただし、相対成長式における定数値は、
同一林分に生育する同じ生活形をもった樹木であ
れば、異種間にも成立することがいろいろな森林
で確かめられているが12）、別の林分で推定する場
合には各調査サイトで試料木を選んで相対成長式
を算出することが必要である。
3.1.2　地上部リター
　森林生態系では、リターフォールとして植物遺
体に由来する新しい有機物が土壌に常に供給され
ている。このため、森林土壌では植物の形がはっ
きりと残っている地表面の有機物層から、鉱質土
壌へと有機物の分解プロセスが層状に積み重なっ
ているのが通常である。この地表面の有機物層は

土壌学的にはO層、あるいはA0 層と呼ばれ、分解
の程度によってL・F・H層に細分して呼ぶことが
多い16）。森林のO層の炭素プールを推定するため
には、一定面積の方形枠内においてO層のリター
をすべて採取して、乾燥重量を測定した後、NC
分析計で炭素含量を測定する。賈ら14）は高山サイ
トの永久コドラート内において20 cm×20 cmの面
積で32箇所のサンプリングを行い、落葉落枝の
炭素プール量を 15.3 t C ha－1 と推定した。
　一方で、粗大有機物量は空間的にまばらに分
布しているために、その存在量の推定には大面
積の測定が必要となる。また大型枯死材では直接
の秤量が難しいので、体積推定のためにその場で
長さと両端の直径を測定し、さらに腐朽段階評価
を行なう必要がある17）。賈ら14）は高山サイトにお
いて、永久コドラート内のすべての立ち枯れ残存
幹について、円錐または円錐台近似により体積を
求め、立ち枯れ木の密度をかけることによってそ
の炭素プール量を推定した。また倒木について
は、腐朽段階を３段階に分けて容積比重を測定
して、直径 5 cm以上のすべての倒木量を測定し
た。これらの結果から、高山サイトの粗大有機物
量を 4.6 t C ha－1 と推定した。
3.1.3　土壌炭素
　土壌中には炭酸塩として無機炭素が含まれて
いる場合もあるが、日本のような酸性になりが
ちな土壌では、含まれている炭素のほとんどは植
物遺体に由来する有機炭素（腐植）である。リター
フォールによって供給された有機物は徐々に分
解されていくので、土壌表面のO層が最も炭素含
量が大きく、鉱質土壌においても、深くなるほど
土壌中の炭素量は減少していくのが普通である。
したがって、鉱質土壌中の炭素量を正確に推定
するためには、深さ別に土壌をサンプリングす
る必要がある。一般的には、土壌断面を作成し
て土壌の色や構造などから土壌学的な層位区分を
行なって、各層ごとに土壌をサンプリングするの
が好ましい。土壌学的にはO層の下の鉱質土壌は
A・B・Cの三層に区分される16）。ほとんど風化し
ていない母岩からなるC層には、ほとんど炭素は
含まれていないのでA・Bの各層位において、い
くつかのサンプルを取れば土壌中の炭素量の推定
には十分である。ただし土壌断面の作製はかなり
の労力を要するので、検土壌などを用いて土壌層
位と土壌深度を簡易的に調査して、その後、採土
器（ハンドオーガーやエンジン式オーガー）を用い
て、鉱質土壌表面から順番に土壌をサンプリング
する方法もとられる。土壌は採土管と呼ばれる一
定容積（100 mlの物が良く用いられる）の管を用い
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てサンプリングされる。A層とB層の深度がかな
り深い場合には、どこまでサンプリングすれば良
いか明確な基準は無いが、実際には 1 m程度の深
さまでサンプリングすれば土壌中の積算炭素量の
ほとんどを推定できる17）。

　サンプリングした土壌は根やレキを除いて風
乾した後、NC分析計を用いて炭素含有率を測定
する18）。これにより土壌中の炭素の重量比が計算
されるが、土壌は固体部分だけでなく水分と空気
を含んでおり、その密度は深さや場所によって異
なっている。このため、単位容積あたりの炭素量
を推定するには、分析用とは別の採土管で土壌を
サンプリングして105℃で乾燥させ、土壌の密度
（g cm－3 ）を測定する必要がある。こうして得られ
た各土層の炭素濃度と密度と層の厚さを乗じて、
各土層における単位容積あたりの炭素量が求めら
れる。これを積算することによって、その地点に
おける単位面積当りの土壌炭素量を推定すること
が可能になる。また場所によってはA層やB層に
礫が多く存在する場合もあり、この場合には土壌
断面調査から礫率（%）を求め、勘案する必要があ
る。さらに通常の森林生態系では、地形などによ
る土壌炭素の面的なばらつきの影響も無視できな
い。
　賈ら14）は、高山サイトの永久コドラートを９つ
の地形単位に区分し、土壌断面調査と土壌サン
プラーによる土壌深度調査を併用して土壌中の炭
素貯留量を推定した。彼らの推定によると、地
形単位によって２倍以上の炭素量のばらつきが
見られ、コドラート全体では土壌のA層とB層に
318.3 t C ha－1 の土壌が蓄積していることが明らか
になった。
3.2　炭素フラックス
3.2.1　森林生態系の純一次生産量（NPP）
　生態系のNPPは、単位時間･面積あたりに生産
される有機物量（乾物重や炭素量）やエネルギー量
で表される。式（１）で示したように、NPPはGPP
から呼吸量を差し引いた値であるから、理論的な
数理モデルにより植物群落の光合成量と呼吸量を
推定したり、植物群落に同化箱を直接かぶせる大
型同化箱法などの方法でもNPPを測定できるが、
現在のところ森林生態系においてはあまり現実的
な方法ではない。森林生態系においては、一定期
間の光合成と呼吸の結果として生態系内に実際に
蓄積した炭素量を測定する積み上げ法と呼ばれる
方法が一般的に用いられる19）。

　積み上げ法の概略を図２に示す。森林バイオ
マス（Bt1 ）を測定したサイトにおいて、ある時間
間隔（例えば一年）をおいて再度そのバイオマス

（Bt2 ）を測定したとすると、新しく蓄積された有
機物量（緑色の部分）がNPPであり、その一部はそ
の期間内に枯死（Ln ）する。また古いバイオマス
（オレンジ色の部分）の一部も落枝や立ち枯れとし
て枯死（Lo ）していく。生食連鎖による被食量が無
視できるレベルであるとすれば、一定期間後のバ
イオマスであるBt2 は以下の式（５）で表されるこ
とになる。

　Bt2 ＝（Bt1 －Lo ）＋（NPP－Ln ）　　　　　　　（５）

　式（５）から、NPP＝（Bt2 －Bt1 ） + （Lo ＋Ln ）とな
り、（Bt2 －Bt1 ）はバイオマスの増加量（⊿B）であ
るので、積み上げ法では森林生態系のNPPは次式
で表される。

　NPP＝⊿B＋L（＋G ）　　　　　　　　　　　（６）

　⊿B：ある時間間隔における森林現存量の増加
　　　L：ある時間間隔における枯死・脱落量
　　G：ある時間間隔における被食量（一般的には
　　　　無視できるレベル）
　過去の平均的なNPPを求める場合には樹幹解析
などのように、樹木の年輪成長から⊿Bを求める
場合もある。しかしフラックス観測と連携して
森林のNPPを推定するためには、永久コドラート
において、ある時間間隔（通常１年間）で森林の胸
高直径を再測して、相対成長式を用いて森林の現
存量の変化を推定する方法が最も良い。図３に高
山サイトの永久コドラート内における全樹木（胸
高直径 5 cm以上）の、一年間の直径成長を測定し

図２　積み上げ法による純一次生産量（NPP）の推定
方法の概略図．

　　　ある森林生態系におけるバイオマス（Bt1 ） と一定期間
後の同じ森林生態系のバイオマス（Bt2 ）の変化を模式
的に表している．B2n , 新しく蓄積したバイオマス（植
物体の成長量）: Ln, 新しく蓄積したバイオマス部分
の枯死量: Lo, 古いバイオマス部分の枯死量．
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た結果を示す（大塚，未発表データ）。一年間に枯
死した個体を除いて、各樹木の直径変化から、式
（３）と式（４）を用いて森林生態系の地上部と地下
部の一年間の⊿Bを推定することが可能となる。
　ただしこの場合、式（３）と式（４）で示される相
対成長関係が森林の成長に伴って変化しないこと
を仮定している点に問題がある。また直径が小さ
い個体（主に被陰されて樹勢の弱った個体）では、
枯死していなくても直径成長がマイナスになる場
合もある（図３）。このように温帯の天然林では年
間の直径成長量はわずかであり、その正確な測定
のためには測定部位をペンキ等で丁寧にマーキン
グした上で、適切な測定時期を選定したり（例え
ば春の開葉前は変動が大きい）、金属製のなるべ
く幅の狭いメジャーを使うなどの細心の注意が必
要である。
3.2.2　森林生態系の枯死・脱落量
　何百年と生きる樹木であっても、体の一部は毎
年作り変えられ、枯死したり脱落した部分は土壌
有機物として供給される。土壌への有機物供給と
腐食連鎖を通じた土壌からのCO2 フラックスは、
生態系の炭素循環において極めて重要な意味を
持っており、そのフラックス量を正確に推定する
ことが必要である。一般的に林冠の樹木からの枯
死・脱落量を推定するためには、落葉・落枝を直
接採取するリタートラップ法が用いられる。これ
はリタートラップと呼ばれるリターを集める装置

を林内に設置して（図４）、その量を推定する方法
である。現在のところ最も簡便かつ効率よく測定
できるので、森林生態系の枯死・脱落量の推定の
ために広く用いられている。詳しい解説書も多い
ので、ここでは概略を説明する。
　リタートラップとは一定面積の受け口をもった
袋状のネットを張った枠である。枠の形状は捕捉
量には有意な影響を与えないことが知られている
が、正方形や円形のものが普通である（図４）。受
け口の大きさは 1 m2 以上であれば葉のサイズに
左右されず落葉量が測定できるとされる。トラッ
プを設置する高さは地上 1 mぐらいが適当で、
ネットを筒状にして底が地面に触れないように紐
で縛っておくと回収が楽である。トラップの数は
林分によって異なるが、閉鎖した林分内では６～
７個以上あれば十分という意見もある17）。トラッ
プ内のリターは多少の溶脱や分解を受けるので、
回収間隔は１ヵ月以内が望ましい。回収したリ
ターは樹種や器官（葉や小枝・花・果実など）に分
けた後、乾燥重量を測定する。また炭素ベースで
推定するためには試料の一部を粉砕してNC分析
計で炭素含量を測定する必要がある。
　リタートラップに入らないような大枝の落枝
量については、リタートラップ法だけでは精度良
い推定は難しい。大枝の落下は空間的に非常に不
均一であるからである。そこで林床に数m四方程
度の面積をいくつか作り、そこに新しく落ちてき
た枝をきれいに回収する方法が取られる。この小
区画の合計面積は、少なくとも調査林分の面積の
10％を超えることが望ましい。
　90年生のアカマツ二次林における１年間の枯
死・脱落量の測定例を図５に示す（杉田・横澤，

図４　山梨県富士吉田市のタワーフラックス観測
サイトであるアカマツ二次林内に設置され
たリタートラップ．

　　　受け口の面積は1 m2 であり，筒状のネットの底部
を地面に触れないように紐で縛ってある．周辺の
樹木には直径の測定位置をペンキでマーキングし
てある．

図３　岐阜県高山市のタワーフラックス観測サイ
トである落葉樹二次林に設置された永久コド
ラート内での全樹木（胸高直径 5 cm以上）の
2003年の１年間の直径成長量．

　　　2002年11月の各個体の胸高直径（cm）と，2003年11
月に再測した際の１年間の直径成長量（mm）との関
係を示す（大塚，未発表データ）．
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未発表）。CO2 フラックス観測用のタワーに隣接
する林分20）の永久コドラート（0.89 ha）内に面積    
1 m2 のリタートラップを20個設置して毎月回収し
た（図５（A））。さらに永久コドラート内の10 m×
10 mのサブコドラートを９箇所選択して、落ちて
いる枝をいったんすべてきれいに取り払い、その
後落ちてくる直径 2 cm以上の枝を毎月回収して
落枝量を推定した（図５（B））。アカマツの落葉季
は秋で、ミズナラなどの落葉樹も混じっているの
で葉のリターは秋に集中している。一方で、この
年は特に冬から春に枝のリター量が多くなる現象
が見られた。
　このような方法で推定した林冠からの落下量
は、森林生態系においては枯死量とは異なる点
に注意する必要がある。葉は枯死すると通常はす
ぐに落下するが、枝は枯れても長い間落ちてこな
い場合が多いのでリタートラップで測定された値
は林冠からの脱落量であり枯死量ではない。例え
ば、図５において冬季に枝リター量が増加するの
は枯死量が多いわけではなく、幹に枯れ残ってい
た枝が雪によって落ちてきたためである。このた
め森林生態系の枯死・脱落量の正確な推定には１
年間だけでは不十分であり、数年間続けて測定を
行なう必要がある。
3.2.3　土壌呼吸と従属栄養生物呼吸
　先に述べたように、土壌呼吸とは生物の呼吸

作用によって土壌から放出されるCO2 のことであ
り、主として土壌中の従属栄養生物の呼吸（HR）
と植物根の呼吸（Rr ）に由来する（図１）。森林生態
系におけるHRのほとんどは土壌表面からのCO2 フ
ラックスであり、根の呼吸量を含んだ土壌呼吸量
はチャンバーなどを用いて測定することが可能で
ある。土壌呼吸量の測定法等の問題については本
書の木部・鞠子21）に詳しいのでそちらを参考にさ
れたい。

４．生態学的な手法による炭素収支測定の問題点

　タワーフラックス観測による森林生態系の炭
素収支はNEE（net ecosystem exchange）と呼ばれる
場合もあるが、NEP＝－NEEであり、本質的には
NEPと同じ収支を測定していると考えてよい。一
方で微気象学的なNEEと生態学的なNEPは、その
測定手法はおたがいに独立であるので、同じサイ
トで両者の測定を行なって比較することは、観測
誤差による炭素収支の不確定性を小さくするよう
な手法の改良のために重要である。タワーフラッ
クス観測との連携を目指して、生態学的な炭素収
支測定の問題点について最後に整理する。
4.1　NPPにより固定された炭素は生態系の
　　　どこに蓄積するのか？
　森林生態系においては、積み上げ法によりか
なり正確なNPPを推定することが可能である。し
かし式（６）では現存量の変化が分かれば、枯死・
脱落量（L）を式（５）のLn とLo に分けて取り扱う必
要が無いと言う点で、NPPによって固定された炭
素が生態系内の「どこ」に蓄積するかについては
あまり注意が払われていない。森林生態系内にお
いて、炭素がどこにどのように蓄積していくかを
検討する上では、式（６）における⊿Bは森林成長
量（各個体の成長量の合計で図２中のB2n に相当す
る）と同一では無いという点に注意する必要があ
る。図２より、⊿B （Bt2 －Bt1 ）＝B2n －Lo であるの
で、Lo （主に図１の⊿CWDに相当する）が０であ
れば森林成長量と⊿B は等しい。つまり森林内で
の⊿Bは、生個体の成長量と死亡個体によるCWD
への炭素の移行のバランスによって決定すること
になる。
　Yoneda et al.22）はマレーシアのパソ熱帯多雨林
において、枯死材の集積（⊿CWD）と分解量を詳
細に検討した。⊿CWDは場所によって大きく異
なっており、平均では 9.3 t C ha－1 y－1 であった。
またCWDの分解速度は、森林内の土壌呼吸速度
の約半分に相当することを明らかにした。この
ように、天然林におけるCWDは炭素プールとし

図５　図4のサイトにおけるリタートラップ法による
2003年の一年間の枯死・脱落量（A）と，林床
に設置したサブコドラートを利用した大枝の
枯死・脱落量（B）の季節変化．

　　　基本的に月に一度回収しているが，積雪の影響に
よりリタートラップでは12月～3月までの4ヵ月分
を，大枝では12月～4月までの5ヵ月分をまとめて
回収している（杉田・横澤，未発表データ）．
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ても、また分解によるフラックスとしても無視で
きない量である場合が多い23）。CWDはリタート
ラップ法で捉えられた落葉落枝とはその分解プロ
セスが異なっており、土壌呼吸を測定する現在の
チャンバー法ではその分解速度を測定することは
出来ない。したがって、生態学的な手法による森
林生態系の炭素収支の推定においては、個々の樹
木の生長と生残を追跡することにより、⊿BをB2n 

（森林成長量）と⊿CWD（枯死材の蓄積）に区別す
るとともに、CWDの分解速度についても測定す
る必要がある。
4.2　地下部の純生産量とリゾデポジションの推定
　積み上げ法においては、試料木の地下部を掘り
取って太根の重量と直径との相対成長式（４）を作
り、一定期間での太根の成長量をNPPに組み込む
ことは可能である。しかし、樹木において機能的
な働きを持つ多くの部分は細根であり、この細根
は太根に比較するとバイオマスは圧倒的に小さい
が、成長と枯死の速度（ターンオーバー）が速く、
そのバイオマスは絶えず更新されているので、そ
の純一次生産は太根よりも大きくなる。細根のほ
とんどが枯死としてリゾデポジションとなると考
えられ、その純一次生産量を太根のように相対成
長関係から求めることは不可能である。一方で、
リタートラップのような直接的な測定も極めて困
難であるために、植物バイオマスの地上部/地下
部の比（T/R比）と地上部枯死量/地下部枯死量比が
同じであるとして、便宜的に推定している例も多
い。
　最近では土壌中の細根の動態を直接観察する
ことによって、その純生産を推定するミニライ
ゾトロン法が森林生態系の研究にも用いられるよ
うになってきた24）,25）。この方法によると、森林生
態系における細根の純生産の寄与率はNPPの30％
以上に及ぶとの報告26）－28）もあり、これが事実で
あれば、現在の積み上げ法によるNPPはかなり過
小評価になっていると言わざるを得ない。一方
で、安定同位体を用いたトレーサー実験から根の
ターンオーバーを推定しようとする研究もある。
例えば、Matamala et al.29）は植林地のFACE （Free-
air CO2  enrichment） 実験において、植物に13Cを与
え、細根のターンオーバーを推定した。彼らの
研究によれば森林生態系における細根のターン
オーバーは１～２年から９年にも及び、現在推定
されている細根による炭素のシーケストレーショ
ンは、むしろかなり過大評価である可能性を示し
た。
　さらに根からの有機物質の浸出現象や、ガス化
した炭素（エチレン）の放出現象も無視できない。

浸出現象の存在は水耕栽培やアイソトープを用い
たトレーサー実験で明らかにされつつあり、多く
の研究者がその重要性を指摘している10）,30）。この
ように森林生態系の枯死・脱落量の推定には、地
下部の枯死量と地下部からの有機物放出量を含め
て行なわれる必要があるが、その測定手法の標準
化においては、未だ検討の余地がある。

５．まとめ

　京都会議以降、陸上生態系（特に森林生態系）
の炭素固定機能の定量的評価が最重要課題とな
り、現在までに日本でも10ヵ所以上のサイトで
タワーフラックス観測が行なわれるようになっ
た６）。一方で、生態学的手法による測定は物理的
な困難さもあって、これに比べるとかなり遅れ
ているのが現状である。高山サイトではタワー
フラックス観測は10年を越え、森林のNEPが年に
よって倍以上変動する31）ことなど、生態学者があ
まり予測しなかったような新しい問題が提出され
つつある。
　ここで述べた積み上げ法によるNPP測定では、
森林生態系の年間の枯死量を直接的に調べるこ
とが不可能であり、リタートラップ法では平均値
しか算出できない。また上記したようにCWDの
分解速度やリゾデポジションの推定法などに問題
があり、厳密な意味でNEPとNEEの値を直接比較
することには現段階では無理がある。しかし生態
系内の各炭素プールと炭素フラックスを測定する
生態学的な研究は、森林生態系におけるCO2 吸収
量の年変動の原因解明や、今後の吸収量変化の予
測のためにも、微気象学的なタワーフラックス測
定と並んで重要性を増してきている32）－34）。今後
は、光合成や呼吸などの炭素フラックスを野外で
精度よく測定する技術だけでなく、リモートセン
シング35）やトレーサーとしての安定同位元素36）を
利用して、生態系内の炭素プールの変化量を直接
的に測定するような技術の開発とその標準化が必
要となってくるだろう。
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