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１．はじめに

　森林によるCO2 吸収量を評価するためには、樹
木による炭素吸収の仕組みを理解した上でその現
象を定量的に解明し、さらに個々の樹木によって
構成される森林スケールに拡張して、炭素吸収機
構をモデル化する必要がある。
　大気中の二酸化炭素は光合成によって樹体に
取り込まれ、有機物に変換される。葉に取り込
まれた炭素（光合成産物）の一部は、葉それ自体の
維持と成長のために呼吸として消費され大気中に
戻るが、その残りの有機物が枝や幹などの木部器
官に転流される。そして、これら各器官でも転流
物の一部は呼吸消費され、その残りが木部などに
固定・蓄積される。これが植物体による炭素固定
（成長）である。
　しかし、生態系としての炭素吸収・放出のプ
ロセスはこれだけでは完結しない。植物は成長
とともに枝や葉を枯れ落とし、ときには植物個体
そのものが枯死する。さらにこうした植物の遺体
（リター）は林床や土壌中で徐々に分解し、CO2 と
なってまた大気へと戻る１）。

　このようなCO2 の森林生態系における動きは、
森林を構成する樹種や木の大きさ、あるいは林齢
など、森林の状態によって大きく異なる。葉の占
める割合が相対的に多ければ光合成量が呼吸量を
大きく上回るであろう。また、同じ葉量でも生理
的なストレスによって、光合成能力が低下する場
合もあり得る。さらに、ごく初期の林冠光合成モ

デル２）,３）では光条件のみを変数として与えていた
のに対して、林冠の幾何学的な構造を考慮したモ
デル４）－６）へと進化してきている。
　このように森林への炭素吸収量を評価するため
には、森林の構造的な特徴と環境要因による光合
成や呼吸などの生理的な働きを統合的にモデル化
する必要がある。さらに、個々の樹木の集合体で
ある森林の成長動態を組み込むことによって、森
林生態系としてのCO2 収支が包括的に理解される
ことになる。

２．森林構造と成長のモデル化

　生態系あるいはそれ以上のスケールを評価対象
にした炭素収支モデルでは、気象要因等の物理環
境条件の他に生態系を特徴づける主たるパラメー
タとして、ほとんどの場合、葉面積指数に依存す
る場合が多い。対象とするスケールが大きくなれ
ば、現実的な対応として葉面積指数に頼らざるを
得ないことは理解できるが、上述したように、林
冠光合成は森林の構造的特徴に強く影響される。
林分構造が葉面積指数に及ぼす効果とともに、森
林の成長量そのものに及ぼす影響も考慮する必要
がある。ここでは、個体サイズと林分本数密度に
関して見出されている「植物群落の密度効果」７）の
考え方をベースに、林分成長および個体成長に関
するモデルについて述べる。
　植物群落の平均個体重、またはその部分重と立木
本数密度ρとの関係を両対数グラフ上に描くと、一
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般に、直線で近似することができる（図１）：

　　　w ＝ aρb　　　　　　　　　　　　　　（１）

　ここで、wは林木個体の全重または部分重、ρ
は立木本数密度、aとbは定数である。部分重でも
特に葉量に関しては、両対数グラフ上の勾配bは
樹種の違いによらず、しかも人工林から天然林
あるいはハイマツ群落に至るまで、ほぼ－１にな
る。このことから閉鎖林分の葉量はほぼ一定にな
ることが結論される。
　こうした単純なべき乗関係は、枝や幹に関して
も葉と同様に認められる。ただ木部の場合、べき
指数 b は林分によってかなり異なることが知られ
ている（これを林分分離という）。おそらく樹種に
よる樹形の違い、林分密度や個体サイズ分布等の
林分構造に依存していると考えられるが、詳細は
不明である。
　天然林などと比較して、林分構造が単純な人
工一斉林の動態について考えてみる。人工一斉林
では、植栽後林冠が閉鎖するまでの間は下枝は枯
れ上がらないので、各林木個体の生枝下高をほぼ
ゼロと見なすことができる。その後、林冠の閉鎖
とともに下枝は徐々に枯れ上がり始め、生枝下高
は樹高成長とともに上昇するようになる（図２）。
林冠が閉鎖した後も林分密度が一定だと仮定する
と、その間の樹冠長はほぼ一定で推移することに
なる。しかし、間伐等によって林冠閉鎖が一旦解
除されると、その後、林冠が再び閉鎖するまでの
間は生枝下高は上昇せずに、ほぼ一定のままで推
移する。そして林冠の再閉鎖に伴って生枝下高が
再び上昇し始める。つまり、樹冠長は間伐前より
も長くなった後、ほぼ一定のまま推移するであろ
う。間伐を伴う人工林の樹冠構造とその動態は、

こうした過程を繰り返すと考えられる８）。

　このような樹冠構造の変化を考慮して、間伐
を伴う森林の成長経過を記載するシミュレーショ
ンモデルを構成した。今回のモデルではスギを対
象とした。ここでその前提条件の概要を述べる。
樹高成長は基本的に、土壌中の養水分条件など
の立地条件に依存することが知られている９）。つ
まり、植栽密度や間伐によって林分密度を変化さ
せた場合でも、樹高成長への影響は小さく、むし
ろ立地条件による効果の方が強い。したがって、
本モデルでは樹高成長に関しては経験的な関数
形を当てはめることはせず、年輪解析等によって
得られた樹高成長履歴を、そのまま変数として与
えた。樹冠形状は樹種に固有と見なし、梢端の樹
冠幅をゼロとして、垂直方向に増加する樹冠幅を
ミッチャーリッヒ曲線で近似した。ただし、陽樹
冠部分は樹齢によらず生育期間を通じて変化しな
いと仮定し、樹冠下部の陰樹冠は隣接木との物理
的接触等のために樹冠幅が増加しなくなると見な
した。林木個体に割り当てられる生育空間は、林
分密度から平均占有面積を計算して、それに相当
する樹冠投影面積を与えるように樹冠幅の上限値
を求めた。以上の前提条件で、任意の林齢におい
て人工林に間伐を加えた場合の成長経過をシミュ
レートした。
　このシミュレーションモデルでは、樹冠長によっ
て樹幹形を決定するサブモデル10）も同時に組み込ん
であり、間伐に伴う樹幹形の変化も評価できるよ
うになっている。一般的な間伐施業を実施している
国有林の場合と、優良大径材の生産を目的とした吉
野林業を事例としたシミュレーション結果から、間
伐による林分密度効果を反映した林木の成長経過
（胸高直径や生枝下高）がよく再現されることが実測
データとの比較で確認された（図３）。

図１　スギ人工林の器官重量に対する密度効果．
　　　平均個体の部分重は林分密度とべき乗関係にあり，特に葉量については決定係数も高く，しかもべき指

数は樹種を問わずほぼ－１になる．
　　　Ａ：平均個体の全重量，Ｂ：平均個体の葉重量，Ｃ：平均個体の枝重量
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　人工林では、植栽密度や間伐強度を変化させる
ことによって、樹幹形を人為的に制御する方法が
採用されるが、今回のモデルを用いることによっ
て、極端に異なる施業を行った場合でも林木個体
の成長経過を評価することが可能である。
　このモデルを用いて、同様に、施業履歴が異な
る人工林の現存量変化を評価することができる。
初期植栽密度が高く、その後、間伐を多数回繰
り返す吉野地方のスギ人工林を対象に計算した結
果を図４に示した。葉、枝、幹の現存量の推定値
が実測値とよく一致していることがわかる。さら
に、樹冠の動態に伴って発生する枝および葉のリ
ター生産を推定できるようにこのモデルを改良す
れば、人工林における純生産速度の経年変化を評
価することも可能である。
　このように森林の構造的特徴をモデル化するこ
とによって、林分の成長経過、さらには炭素収支
を評価することも可能である。しかし、森林の構
造は人工林のように単純ではなく、天然林などで

は様々な個体サイズ分布があり得るため林分構造
も複雑になる。しかし何よりも、炭素収支という
視点で見ると、林分構造とその動態だけに基づい
たモデルでは気象条件などの環境変化に起因する
炭素収支の変動予測は不可能である。一方、森林
構造を考慮しない炭素収支モデルでは、森林その
ものの林齢やサイズ、あるいは長期間にわたる構
造的変化の影響が解明されない。森林構造が複雑
になると、光合成や呼吸などの生理機能の環境依
存性を組み込んだ動態モデルの開発も相当に困難
になってくることは否めないが、森林構造と生理
機能のメカニスティックな統合を図ることによっ
て、両者の欠点を補っていく必要があろう。図
５は世界各地で推定された森林の純生産量と葉現
存量の関係である。年間の生育期間を無視してい
るという点は否定できないが、純生産量が葉量に
よって一意的に決まるものでないことは明らかで
ある。森林の個体サイズ分布や林冠の凸凹構造な
どを考慮せずに、葉面積を変数として純生産量を
推定することには無理があり、年間の成長期間や
フェノロジー、そして光合成等の生理機能の定量
化を如何に克服するかが、生態系スケールの炭素
収支推定の成否を左右することになる。

図２　人工林における林冠閉鎖過程と樹冠長（模
式図）．

　　　間伐前後に生じる林冠の閉鎖とその解除を繰り
返すことによって，林木の樹冠長は徐々に増加
していく．

図３　スギ林分における平均個体サイズの成長
シミュレーション．

　　　もっとも一般的な森林施業を採用している国有
林を想定して計算した．実線は計算値である．

図４　スギ林における現存量成長のシミュレーション．
　　　吉野スギを想定して，初期植栽密度，間伐頻度，間

伐強度を与えて計算した．
　　　図中の実線は推定値で，●幹，●枝，●葉である．

図５　世界の森林の純生産量と林分葉量．
　　　（Cannell（1982）11）から作図）
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３．葉群の分布構造　

　葉群の光合成や呼吸消費を評価するためには、
葉群そのものの空間分布を知る必要があり、そ
れによって影響を受ける林内光条件等の評価も視
野に入れる必要がある。図６に安比ブナ林におけ
る葉面積の垂直分布を例示した（葉面積指数LAI 
= 3.96）。一般に葉面積に応じて葉群内の光強度
は、次式のように、指数関数的に減少することが
知られている（Beer-Lambertの法則）：

　　I ＝ I0 exp（－K F（z））　　　　　　　　　　（２）

　ここで、z：は群落表面からの深さ、F（z）：群落
表面からｚまでの葉面積、I0：群落上の光強度、
I：zにおける光強度、K：群落によって決まる定数
（吸光係数）である３）。

　個葉の生存は、一般に林内光環境に大きく依
存する。個葉の生存に関わる最低光強度は、個葉
が行う光合成と呼吸とのバランスで決まるもので
ある。比較的明るい環境を好む陽樹（マツ、カラ
マツ、カンバ等）の場合、樹冠内部の個葉がうけ
る相対光強度は10％～12%であるが、陰樹（多く
の針葉樹、ブナ、常緑広葉樹等）では 1％～3%の
相対光強度で葉が生存し続けられる12）。葉が受け
る光強度は日変化、あるいは季節変化するもので
ある。したがって、個葉の生存を左右する光条件
としては、変化しやすい絶対光強度で代表させる
よりも、その積算値に対応した相対光強度で示す

方が実態を反映させることができる。ブナの最低
相対光強度について十分なデータが得られている
わけではないがこれを 5 ％と仮定すると、葉群内
を透過する光分布の指標となる吸光係数 Kを求め
ることができる。安比ブナ林の葉面積指数は3.96 
［ha/ha］であったので、平均的な吸光係数ほぼ0.76
と推定される。表１に代表的な樹種の森林で測定
された林冠下の相対照度、葉面積指数および吸光
係数を参考までに列挙した13）。

　ブナ林内の光環境がBeer-Lambertの法則に従う
ものと見なして、層別刈取法によって得られた葉
量の垂直分布と各層ごとの光環境の対応関係を図
６Bに示した。このようにして、森林の葉群構造
と光環境の対応関係を定量的に記載しておくこと
により、林内の各層における葉群がうける光強度
を推定することができ、後述するように、葉群の
光合成量を推定することができるようになる。

４．光合成プロセスモデル

　微気象条件によって時々刻々と変化する光合成
を定量的に評価するためには、カルビン回路にお
ける酵素活性などのメカニスティックな機能に基
づいた生化学プロセスモデル14）－16）を用いること
が現在では一般的である。その理由は、気象条件
や林分構造等に対応して変化する光合成の敏感な
環境応答特性を反映させることができるためであ
る。しかし、光合成特性を表す生化学的パラメー
タを計測・収集するのは必ずしも容易ではなく、
データの蓄積はまだ不十分なのが現状である。

図６　安比ブナ林における葉面積の垂直分布と林内光
環境．

　　　葉面積の垂直分布（Ａ）は，伐倒調査木の着葉分布から
各個体の胸高断面積で案分して求めた．葉群内の光透
過（Ｂ）については，吸光係数K=0.76として積算葉面
積から推定し（図中の実線），光量子センサーを用いた
実測値（●：粟屋善雄氏による未発表データ）もあわせ
て示した．

樹　　種

ブナ
ミズナラ
ヤチダモ
シラカンバ
ダケカンバ
カラマツ
シラベ
ヒノキ
スギ
スギ
スギ

タブ－スダジイ
イス

コジス－アラカシ
コジイ
コジイ

モリシマアカシア

相対照度
（％）
2.9
2.6
3.3
5.4
14.9
27.2
4.1
0.7
1.1
1.9
1.35
2.5
2.5
0.7
3.7
3.4
3.1

葉面積指数
（ha/ha）
3.9
4.4
4.3
3.5
5.2
4.1
8.2
5.1
8.6
4.3
5

7.4-9.6
8.8
12.5
8
8.9
9.9

吸光係数

0.91
0.83
0.79
0.83
0.37
0.32
0.39
0.97
0.52
0.92
0.86

0.38-0.50
0.42
0.4
0.41
0.38
0.35

只木・蜂屋(1968)を改変

表１　森林林床における相対照度，葉面積指数および
吸光係数．
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　同じ個体内に存在する葉でも、それぞれの葉は
光環境に応じて葉の厚さや窒素含有量等の葉の形
質を変化させるため、それらは「陽葉」や「陰葉」と
いうように区別して呼ばれる。このように、葉は
その置かれた環境条件に応じて生理特性を適応的
に変化させており、それは光合成能力の違いとし
ても現れる。個葉の光合成速度Aと葉内CO2 濃度Ci
との関係（A－Ci曲線）から、光合成の生化学的な
パラメータであるRuBPカルボキシラーゼ最大活
性（Vcmax）、最大電子伝達能力（Jmax）および葉の
暗呼吸速度（Rd）を計算することができる。これら
のパラメータは、一般に環境条件や光合成資源の
動態に関連して季節変化あるいは日変化しており
（図７）、主として気温に依存して変動する15）,17）。

　しかし、二つのパラメータVcmaxとJmaxは季節
を問わず、お互いにほぼ比例関係にあることが多

くの事例で報告されている18）。

　こうした一連のパラメータの季節変化や環境
条件を反映した変異を詳細に定量化していくこ
とによって、樹冠構造や季節変動など、光合成量
の時間的空間的な変動を表現できるようになる。
シミュレーション結果の一例として、安比ブナ林
（森林総合研究所　東北支所　微気象観測試験地：
岩手県安代町）における葉群CO2 フラックスの日
変化を示す（図８）。計算で与えた気象条件とし
て、月別平均気温のメッシュデータをもとに日平
均気温の年変動をサインカーブを基本とした近似
式で記述したほか、月別の気温日較差および日射
量についても同様に近似式を与えて、日平均値の
年変動を推定した。これらをもとに、任意の月日
における気温および日射量の平均的な時間変化を
算出し、これを変数として葉群の光合成、および
呼吸量を計算した。シミュレーションにあたって
は、光合成パラメータの陽葉から陰葉に至る変化
や光減衰効果も加味して、葉群としてのCO2 収支
（剰余生産速度≡総光合成速度－葉群呼吸速度）を
推定した。
　任意地点において実測された気象データが得ら
れれば、より詳細な葉群CO2 収支の日変化を再現
することが可能であるが、メッシュデータを用い
ることによって、少なくとも平均的な時間単位で
のCO2 収支を推定することができる。
　環境条件に適応的に変化する光合成を推定する
ためには、微気象要因だけではなく、林冠内での
窒素資源の分配も重要である。たとえば、葉群内

図７　ブナ林における陽葉●と陰葉●の光合成パラ
メータVcmaxの季節変化．

図８　ブナ葉群CO2 フラックス（剰余生産速度）の日変化．
　　　安比地方の気象データを用いて，季節ごとの日変化をシミュレートした．
　　　（左上：５月10日，右上：７月29日，左下：10月17日）．
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で最適配分されるべき葉内窒素量を考慮に入れな
かった場合、林冠光合成量の推定値は 5　％～10%
も過大評価されることが報告されている19）。そし
てまた、林冠動態が窒素循環に影響を及ぼす20）こ
とも注意すべきであり、林冠光合成の評価に対し
てこのような窒素資源の動態をいかに取り込んで
いくかが、予測精度には欠かせない21）。

５．木部器官の呼吸

　樹体からのCO2 放出過程として、葉と同様に木
部器官からの呼吸消費がある。樹種あるいは個体
によって、呼吸量とその温度依存性は異なり、日
変化、あるいは季節変化することが知られている
（図９）。しかし光合成の研究と比較すると、呼吸
については未解明な点も多い22）,23）。ただ一般的に
は単純に、呼吸速度と温度との関係を（３）式のよ
うな指数関数で近似することが多い：

　　R（T） ＝ a exp（b T）　　　　　　　　　　（３）

　ただし、Tは木部の温度、R（T）は温度Tにおけ
る木部呼吸速度、a および b は定数である。
　温度が10℃変化したときの呼吸の変化量を
Ｑ10 と呼び、この値で呼吸特性を論じようとする
ことが多いが、係数 a および b は必ずしも一定の
値をとるわけではない。しかも木部の呼吸速度は
温度のみに依存するのではなく、その部位の成長
速度（材を構成する速度）や水分量にも依存する。
また、木部呼吸を「構成呼吸」と「維持呼吸」という
概念で区別して解析する報告も多い23）。しかし、
維持呼吸については構造性タンパクの代謝が関与

することから、窒素含有量あたりの維持呼吸を考
慮する方が適当とされる24）,25）。

　このように木部の測定部位によって呼吸速度
が異なる。枝・幹・根は直径サイズによってその
成長速度が異なるはずであり、呼吸量はその影響
を受けることになる24）。したがって、木部の呼吸
量を推定するためには、少なくとも直径サイズご
との呼吸量推定が必要である。樹冠内では枝が規
則正しく分岐していると仮定すると、パイプモデ
ルで示されたように、枝や根の直径階の頻度分布
はべき乗式で近似できる26）。材の比重σを樹種に
固有と見なし、生枝下高における樹幹直径DBと
その上部（樹冠内）の全重量Ｗから、樹冠内の枝お
よび幹の全表面積を計算することができる。根系
についても同様に計算することができる。生枝下
高（樹冠）以下の幹については、その形状を切頭円
錐体とみなして表面積を算出すればよいので、結
局、樹体全体の木部表面積を直径階ごとに推定す
ることができる。
　木部呼吸速度については必ずしも十分な測定
データの蓄積があるわけではないが、木部単位面
積あたりの呼吸速度は、枝・幹・根を問わず一定
と見なすことができるという報告がある。そこで
暫定的ではあるが、日々の気象条件を与えて上述
した安比ブナ林の木部呼吸量を計算したところ、
年間の木部呼吸量は790 gCO2  m

－2 yr－1 と推定され
た。

６．森林生態系のCO2 収支

　森林群落としてのCO2 収支を評価するために
は、上述したように、葉群の光合成量と呼吸量、
ならびに木部の呼吸量について環境条件に対する
応答特性を定量化しなければならない。生態系と
してのCO2 収支であれば、さらに土壌呼吸あるい
は有機物の分解量を解明する必要もある。そのた
めには、こうした生態系内のすべてのCO2 フラッ
クスに関するデータセットを整備しなければなら
ないが、実際にはその一部が欠落している場合も
多く、現在、さまざまな研究態勢を敷いてデータ
の蓄積に努めているところである。
　安比ブナ林についてもデータセットは不十分で
あるが、他林分で得られたデータや既存の知見を
もとにデータを補完して、植物体のみによるCO2 

フラックスの推定を試みた（図10）。シミュレー
ション結果は赤線で示し、CO2 の放出をプラスと
した。黒線はタワー観測27）によるCO2 フラックス
である。すでに述べたように、今回のシミュレー
ションでは現地で計測された微気象データの瞬時

図９　幹呼吸速度の温度依存性．
　　　川越落葉広葉樹林において2002年９月から2003年８

月まで測定した結果のうち，コナラ１個体分を例示
した．
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値ではなく、気象メッシュデータを用いているた
め、短時間で変化するCO2 フラックスを再現する
ことはできなかった。しかし、年間を通じた平均
的な気象条件の季節変動に対応したCO2 フラック
ス（土壌呼吸等を考慮していないのでNPPに相当
する）は概ね再現できるものと思われる。
　安比ブナ林のほか、川越試験地についても同様
の計算を行っており、NPP推定のためのパラメー
タの調整・妥当性について検討を進めている。
NPP推定の対象となる林分の構造と気象条件が与
えられれば、今回のモデル計算方法によってCO2 

フラックスの季節変動とNPPの推定がほぼ可能と
思われる。今回のシミュレーションでは、安比ブ
ナ林のCO2 固定量（NPP）は、2.17 gCO2  m

－2 yr－1 （有
機物換算で11.8 ton ha－1 yr－1 ）と推定され、積み上
げ法によるNPPの推定値と比較してもほぼ妥当な
結果が得られた。
　物質循環プロセスに基づいて森林生態系のNPP
を評価する上で、もっとも重要かつ基盤的であ
るのは、すでに述べたように森林の構造であり、
特に葉量の評価が重要である。森林の発達段階に
よって、植物体による空間占有状態は大きく変化
する。そのため、枝に支えられる葉群の空間配置
は光合成効率を左右することになる。本研究にお
けるNPPの評価対象サイトである安比および川越
は、ともに落葉広葉樹林であり葉群は毎年すべて
入れ替わる。この特徴は常緑樹と決定的な違いで
あり、葉の齢構造や葉群の空間配置、さらに葉と
それを支える非同化器官の相互関係を定量的に記
述する上で、考慮すべき特徴である。また落葉樹

であることは、春先の展葉に伴う成長開始期およ
び落葉に伴う成長停止期の扱いが明確であり、こ
のようなフェノロジーを考慮したシミュレーショ
ンが必要であるが、そのスイッチとしての環境要
因と生理機能との対応関係については未解明な現
象も多い。
　植物体の呼吸による二酸化炭素の放出量を推定
するためには、呼吸消費に直接関わる植物体量の
推定とともに、その部位やサイズ（直径など）によ
る呼吸消費量の差異を明確にして、それを定量化
する必要がある。今回の推定では枝・幹・根の表
面積を推定する方法を考案し、既存データによる
妥当性の確認まで行うことができた。しかし、木
部表面積のすべてが常に同程度の呼吸速度を維持
することはあり得ないため、従来指摘されている
ように、辺材部分への換算などによって呼吸速度
の変異を定量的に記述するように改良する必要が
ある。また、広葉樹林天然林などでは樹種ごとの
呼吸特性を理解し得るほどのデータ蓄積が十分で
はなく、今後の研究によるところが大きい。
　今回のCO2 収支シミュレーションでは、個葉光
合成のパラメータ（主としてＶcmax とＪmax ）の
樹冠内変異と季節変化を近似曲線で表現した。こ
れらはほとんどが経験式の段階にとどまっている
が、ブナだけではなく他樹種での測定例を参考に
して、より一般化したモデルへの改良が必要であ
る。物質循環プロセスによる森林生態系のCO2 収
支モデルとしては、CO2 の吸収と放出を起動する
環境要因の扱いが問題である。特定の森林に対し
てであれば、継続的な気象データを計測してモデ
ルに取り込むことが可能であるが、同様の手順を
広域の森林に適用するためには、リモートセンシ
ングによる森林構造の評価手法や気象観測ネット
ワーク等による環境要因のデータ整備が不可欠で
ある。
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