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In this presentation, we would like to introduce our recent publication, Ikawa et al., 2015,
Agricultural and Forest Meteorology:
http://audioslides.elsevier.com//ViewerSmall.aspx?source=1&doi=10.1016/j.agrformet.2015.08.247 
An open black spruce forest, the most common ecosystem in interior Alaska, is characterized by
patchy canopy gaps where the forest understory is exposed. This study measured CO2, sensible heat,
and latent heat fluxes with eddy covariance (EC) in one of those large canopy gaps, and estimated
understory fluxes in a black spruce forest in 2011 –2014. Then understory fluxes and ecosystem
fluxes were compared. The understory fluxes during the snow-free seasons were determined by two
approaches. The first approach determined understory fluxes as the fluxes from the canopy gap,
assuming that fluxes under the canopy crown also had the same magnitude as the canopy gap fluxes.
The second approach determined the understory fluxes by scaling canopy gap fluxes with a canopy gap
fraction, assuming that only canopy gaps, which mostly constitutes the forest floor, contribute to
fluxes. The true understory fluxes would be in between these two estimates. Overall, the understory
accounted for 53 (39 –66) %, 61 (45 –77) %, 63 (45 –80) %, 73 (56 –90) %, and 79 (59 –98) % of the
total net ecosystem productivity (NEP), gross primary productivity (GPP), ecosystem respiration
(RE), sensible heat flux (H), and latent heat flux (LE), respectively. The ratio of understory NEP
(NEPU) to the ecosystem NEP (NEPE) and similarly calculated LEU/LEE during the daytime increased
with vapor pressure deficit (VPD) at low VPD conditions (~ 2000 Pa) at half-hourly temporal scale.
At high VPD conditions, however, NEPU/NEPE decreased with VPD, whereas LEU/LEE was maintained at the
high level even at high VPD conditions. Despite large ranges of the estimates for the understory
contributions, we conclude that the understory plays an important role in the carbon and energy
balances of the black spruce ecosystem, and their contribution highly depends on the level of VPD.
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土壌呼吸チャンバーネットワークを用いたアジア陸域生態系におけるCH4フラックス測定の展開
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Methane (CH4) is the second important greenhouse gas (GHG) after carbon dioxide (CO2), because CH4
has a relative global warming potential 28-36 times of CO2 at a 100-yr time horizon. Moreover,
atmospheric CH4 concentration has doubled since 1800 and contributes about 20% to the global
radiative forcing. Recently, a process-based coupled biogeochemical model estimated that CH4
emission from global terrestrial ecosystems was 144.39±12.90 Tg C/yr with an increasing rate of
0.43±0.06 Tg C/yr between 1981 and 2010 (Tian et al. 2015). The dominant sources of CH4 are nature
wetlands and rice fields. 
Asian wetlands occupy vast areas from tropical peat swamp forests in Southeast Asia to boreal marsh
in Northeast Asia, and as well as alpine meadow on the Tibet Plateau. Furthermore, Monsoon Asia is
the largest rice-producing area. The countries of this region together produce 90% of the global
output of rice. Thus, Asia plays an important role in the regional exchange of CH4 between
terrestrial ecosystems and the atmosphere. However, currently Monsoon Asia is under various
pressures such as land-use and climate changes. Quantifying CH4 balance is helpful for
understanding their response and feedback to the changing world, and simultaneously is critical for
setting targets for GHGs (e.g. CO2, CH4, N2O) emission reductions and to identify and promote
mitigation strategies. This talk will present CO2/CH4 fluxes and their controls of a meadow
peatland on Tibet Plateau, a larch forest in central Japan, and a tropical rainforest in the
Peninsular Malaysia by using multichannel automated chamber systems.
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タイガ林南限域であるモンゴル北部森林域では、近年の急激な環境変動を背景に樹木年輪幅時系列データを用
いて樹木成長量の解析が行われてきた。これまでに、近年の厳しい乾燥イベントがこの地域に生育するシベリ
アカラマツ（以下、カラマツ）の成長量低下を引き起こしている可能性が指摘されている。しかしながら、こ
の地域に生育するカラマツの乾燥ストレスへの生理学的応答に関する知見は未だ不足している。また、カラマ
ツがどのように炭素を樹体内で各部位に配分し、夏期降水量200～300mm程度の乾燥環境下で生育しているのか
については未だ明らかになっていない。そこで本研究では、近年のカラマツの樹体内炭素アロケーションを明
らかにし、より詳細なカラマツの生理学的応答の情報を得るために、13Cパルスラベリング実験をモンゴル北東
部のウランバートルから南東55.8 kmに位置するKTサイト（47.7N, 107.6E）で実施した。 
13Cパルスラベリング実験は合計29個体のカラマツの若木を対象に2014年6月中旬及び8月上旬の計2回実施し
た。各実験において最長約1年の追跡期間を設け、2014年夏期から2015年夏期後半までの樹体内炭素アロ
ケーションを調べた。 
2014年6月実験由来13Cのほとんどは、落葉直前まで葉に存在し、他部位への炭素配分量は小さかった。8月実験
由来13Cは葉内に取り込まれた後、素早く各部位へ転流し、6月実験と比較して多くの13Cが根部へと配分されて
いた。これは翌年の成長に向けた炭素貯蓄であると考えられる。実際に、翌年（2015年）の展葉には、8月実験
由来13Cがより多く使用されている可能性が示唆された。
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イネはその生産量がトウモロコシに次いで世界2位の穀物であり，特にモンスーンアジアの基幹作物である．コ
メ生産の場となる水田は，水を張ること（湛水）により嫌気化し，強力な温室効果ガスであるメタンの発生源
になる．IPCCの第5次評価書では人為起源メタンの約11%が水田由来とされる．上昇を続ける大気CO2濃度（高CO

2）が現状および近い将来のコメ生産や水田のメタン発生に及ぼす影響は大きな関心事である．また，水田の炭
素と窒素の循環は互いに密接に関わり合い，水田には多くの場合に窒素肥料が施肥される．高CO2と窒素条件の
相違が水田生態系の炭素・窒素循環に及ぼす影響の数々，それらがイネの植物生産，収量，および窒素利用効
率，ならびに水田のメタン発生に波及するメカニズムは，食料生産および水田生態系物質循環の将来予測の精
度向上に欠かせない知見である． 
他の環境条件に手を加えずにCO2濃度のみを操作する開放系大気CO2増加実験（FACE: free-air CO2
enrichment）は，実規模の生態系の高CO2応答を知る有効な手段である．農業環境技術研究所は2009年に水田を
対象としたFACE施設（つくばみらいFACE）を茨城県つくばみらい市に設置し，2010年より運用を開始し，イネ
および水田生態系の高CO2応答に関する研究を精力的に進めてきた．つくばみらいFACEではイネの単作が行われ
る．すなわち，4月下旬に水田を湛水，5月中旬に窒素施肥および湛水，5月下旬に幼苗を定植，以降は湛水を続
けて8月下旬に落水，そして9月中旬～下旬にかけて収穫する．稲わらは水田に戻し，刈り株と併せて耕起す
る．水田は収穫以降，翌年4月下旬の湛水まで裸地となる．4枚の水田それぞれに高CO2区（FACE区）および対照
区（Amb区）を設ける．FACE区には差し渡し17 mのリングを設置し，中心のCO2濃度がAmb区に対して平均的に
200 ppm高くなるように純CO2を自動制御で放出する．CO2条件の他には，窒素施肥条件（0N：施肥なし，標
肥：8 g N m–2，多肥：12 g N m–2），温度条件（処理なし，田面2℃加温），および品種条件（コシヒカリほか
多数）を設ける．つくばみらいFACEは日本唯一の大型水田FACE施設として，作物，土壌，微気象，物質循
環，および微生物生態などの多分野に渡る研究群の貴重なプラットホームとなっている． 
本講演では，基幹品種であるコシヒカリを対象とした研究成果を紹介する．2010～2014年の5作のデータによる
と，高CO2により地上部バイオマス（乾物重量）はいずれの施肥条件でも増加した一方で（0N：8%増，標
肥：10%増，多肥：11%増），精玄米（籾殻を外した後に屑米を篩い落とした玄米）収量は0Nで増加しなかった
（0N：有意な変化なし，標肥：12%増，多肥：11%増）．つまり，標肥・多肥条件の収穫指数（地上部バイオマ
スに対する精玄米収量の比）は高CO2で変化せず，0Nの収穫指数は高CO2で5%減少した．この結果は，窒素可給
性が低い条件では，高CO2の光合成促進効果は地上部全体を増やしながらも収穫物には及ばないことを意味す
る．また，高CO2により標肥のメタン発生量は5%増となった．本講演では，CO2および施肥条件がイネの炭
素・窒素含量および地上部と地下部（根）のバイオマスの分配に及ぼす影響についても紹介する．これらの知
見は陸域生態系物質循環の高CO2応答研究に示唆を与えると期待する． 
つくばみらいFACEは，農林水産省委託プロジェクト研究「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のため
の技術開発」により維持管理されている．研究成果の一部は，科研費「植物生態学・分子生理学コンソーシア
ムによる陸上植物の高CO2応答の包括的解明」，科研費「大気二酸化炭素増加と水稲品種が大気－水田間の窒素
循環に及ぼす影響の解明と予測」，および科研費「気候変動下の水田生態系の炭素循環を左右する窒素：メタ
ン削減に繋ぐ機作の解明」により得られた．
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Accurate mapping of year-to-year variability of the spatial distribution of deforestation is
important to evaluate the biodiversity, ecosystem functions and services in tropical ecosystems
under rapid human activities. In Malaysia and Indonesia, deforestation and vegetation plantation
establishment by planting oil palm or acacia have continued. Here, we examined the ratio of the
number of days of Terra and Aqua MODIS satellite-observed daily green-red vegetation index (GRVI)
< 0 to number of days of all GRVI with high quality (mainly without cloud contamination) for each
year from 2001 to 2014 in insular Southeast Asia. We found that the area of deforestation and
vegetation recovery were detected each year in southern part of Malay Peninsula, lowland area in
Sumatra, and Sarawak and Central Kalimantan in Borneo. Our finding suggests that the biodiversity,
ecosystem functions and services may be deteriorating in large areas in Malaysia and Indonesia.
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Valid estimation of terrestrial carbon cycle depends strongly on the accurate estimation of changes
of global forest carbon stock. To estimate forest biomass changes, its vertical structure is
critical information, and airborne light detection and ranging (LiDAR) is expected to be an
effective method to measure. We examined the feasibility of estimating forest biomass changes using
two airborne LiDAR measurements of forest height acquired 10 yr apart (2004 and 2014) over the
Teshio Experimental Forest (225 km2) of Hokkaido University in northern Japan. Whole the area of
the experimental forest was divided into 23,502 cells having 1 ha cell size, and the decadal change
of the mean canopy height (ΔMCH) was obtained for each cell using the two digital surface models
observed in 2004 and 2014, then the ΔMCH was converted into the biomass changes using a linear
relationship obtained from the relationship between MCH and the biomass for the experimental forest
(Takagi et al., 2015). Estimated decadal biomass change was validated using the ground observation
obtained from long-term forest biomass observation plots and artificially logged-plots during the
period. 
Decadal net biomass change had large spatial variation ranging from +35 to - 50 MgC ha-1, even
after excluding the artificially logged plots during the period. The average was 4.06±6.44 (SD) MgC
ha-1, where the photosynthetic biomass increase was 11.7±4.79 MgC ha-1 and the tree carbon decrease,
caused by coarse woody litter or tree falling, was 8.71±4.08 MgC ha-1. These values were comparable
with the results obtained from ground surveys or tower flux observations operated in Hokkaido,
northern Japan. The decadal net biomass change was significantly lower at high elevation, north
facing slope, large tree height variance, and coniferous forest, and significantly higher at south
facing slope, deciduous forest, and secondary forest. The photosynthetic biomass increase was
linearly correlated with the decadal average of the MODIS Vegetation Indices, with r2=0.64 for NDVI
and 0.52 for Green ratio, which implies the application of MODIS Vegetation Indices to further
large scale estimation of forest biomass change using satellite observation.
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植生は環境からストレスを受けており，それによって光合成機能の日・季節サイクルは大きく影響を受け
る．近年，陸域生態系の光合成機能を衛星・地上リモートセンシングから推定する試みが行われているが，そ
の中でもクロロフィル蛍光を利用した光合成ストレスの検出は大変重要であると考えられている．しかし，そ
れらは植生を上方のみからモニタリングするため，特に生態系の中層・下層に多くのバイオマスを抱えている
森林生態系について大きな観測誤差が生じる可能性が高い．したがって，より正確に光合成機能を推定するに
は，植生の環境ストレスの鉛直分布を調べなければならない． 
そこで本研究では，森林生態系の各層における光合成のストレス状態と環境要因（光・温度）との関係につい
て調べた．観測は，岐阜県高山市の常緑針葉林と落葉広葉林で行った．サイトにはそれぞれ観測塔および観測
櫓が建っており，個葉にアクセスできる．測定は2015年6月，8月，10月に，それぞれのサイトでおこ
なった．2台の蛍光測定器（FlourPen FP100, 及びFluorPen FP100-MAX, Photon Systems Instruments, Brno,
Czech Republic）を用いてクロロフィル蛍光パラメータと光合成有効放射を，放射温度計（放射温度計B, シン
ワ測定）で葉温を測定した．これらを1日5回，日の出直後から日の入りまでおこなった． 
6月のスギにおいて，上層の葉群が中・下層に比べて量子収率が日中により低下し，ストレスを受けていること
がわかった．それに比べミズナラについては層ごとに違いは見られなかった．これは，弱い光でも量子収率が
低下するほどミズナラの林床葉群のクロロフィル含量ならびに光合成能力が低いためであると考えられる．
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冷温帯落葉広葉樹林における個葉の分光特性と群落反射特性の季節変動
Phenological changes in leaf optical properties of canopy trees and canopy surface
reflectance in a cool-temperature deciduous broadleaf forest
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The radiation reflectance from the canopy surface is used in the remote sensing of vegetation
structure and biochemical properties, including photosynthetic capacity, water use and
photoinhibition. The canopy reflectance is strongly affected by leaf are index (LAI) as well as
leaf reflectance and transmittance of radiation in the canopy. Deciduous forest is characterize by
the remarkable change in canopy structure such as leaf expansion in spring and leaf fall in autumn.
In addition, leaf optical properties (spectral reflectance, absorption and transmittance of
radiation) of the deciduous trees also changes according to the leaf growth and senescence because
the leaf optical properties characterize leaf biochemical components, such as chlorophylls,
carotenes, anthocyanins, nitrogen, cellulose, lignin and water, and anatomical structures. 
The forest at Takayama site is a cool-temperate deciduous broadleaf forest on the northwestern
slope of Mt. Norikura, in central Japan. The forest canopy is dominated by Quercus crispula Blume
and Betula ermanii Cham. In this forest, we measured the leaf optical properties of these dominant
trees during the growing season, from budburst in mid-May to senescence at beginning of November.
The measurements were conducted in 2004, 2005, 2006 and 2010. The leaf reflectance in the red
(620-670 nm), blue (459-479 nm) and green band (545-565 nm) dropped in the beginning of growing
period and increased in senescing period. Near-infrared reflectance (841-876 nm) increased in the
growing period. Then these leaf-level phenology was examined with the seasonal change of air
temperature, and also up-scaled to canopy-level by a radiative transfer model SAIL to examine the
canopy-level spectral reflectance observed at the same site from the leaf and canopy
ecophysiological point of view.
 

落葉林、フェノロジー、リモートセンシング
deciduous forest, phenology, remote sensing
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ハイパースペクトルデータを用いたキサントフィルサイクルのエポキシ化率の評価
Tracing the de-epoxidation reaction of the xanthophyll cycle in natural beech leaves using
hyperspectral reflectance
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キサントフィルサイクルのエポキシ化率(EPS)は光合成の光利用効率に関する短期的な変化を評価する上で有効
な指標である(Gamon et al. 1990)。一般的に、EPSを算出するためには高速液体クロマトグラフィー（HPLC,
Thayer and Bjorkman 1990）によって計測されたキサントフィルサイクルに関わるビオラキサンチン、アンテ
ラキサンチン、ゼアキサンチンの3種の色素の濃度を使用する必要がある。だが、本手法はリーフスケールに限
られ、アップスケーリングを図ることは困難である。 
一方、ハイパースぺクトルリモートセンシングはこれに代わる方法として期待されており、 多くの研究で、光
利用効率を推定する上で分光反射率に基づく指標であるPhotochemical Reflectance Index (PRI)が有効である
ことが示されてきた(Filella et al. 2009; Gamon et al. 1992; Gamon et al. 1997; Sha et al. 2014;
Stagakis et al. 2014) 。しかし、これらの研究は草本もしくは針葉樹を対象としたものがほとんどであ
り、広葉樹へは適用できないことが報告されている(Nichol et al. 2000). 
本研究では、光ストレスのみを与えた場合と、キサントフィルサイクルに影響を与えるとされている薬品
(dithiothreitol (DTT), 3‐(3,4‐dichlorophenyl)‐1,1‐dimethylurea (DCMU), dibromothymoquinone
(DBMIB) 及び(HgCl2))を吸わせた後に光ストレスを与えたブナの陽葉及び陰葉を用いて、PRIの再評価を
行った。また、データスクリーニングにより陽葉及び陰葉どちらのEPSを評価においても有効な指標の開発を
行った。 
PRIはブナ、特に陽葉のEPSとの相関が低かった一方、本研究で開発した指標はどちらの葉に対しても高い相関
係数を有していた。また、薬品によって人為的に作り出した条件下及びブナ以外の広葉樹（オオバクロモ
ジ、リョウブ、オオカメノキ、コシアブラ、ミズナラ、ハウチワカエデ）に対しても高い相関を有していた。
 

EPS、ハイパースペクトル、キサントフィルサイクル
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太陽光励起クロロフィル蛍光のシミュレーションと衛星SIFデータとの比較解析
Comparison of the simulated global the canopy scale sun-induced chlorophyll fluorescence
and satellite-based SIF measurements
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近年、衛星観測によりグローバルな陸域植生の太陽光励起クロロフィル蛍光観測値がプロダクト化され、その
利用可能性が検討され始めている。本研究では衛星で観測される樹冠レベルのSIFの角度依存性、個葉（日
向・日陰）の寄与を個葉と樹冠の蛍光モデルでシミュレーションを通じて明らかにすることを目的とした。そ
の結果、衛星で観測されるSIFの日向・日陰の葉の寄与は観測角度に依存し、太陽光入射各近傍で日向葉の寄与
が最大となること、また 近赤外のSIF観測値ではクロロフィル蛍光の樹冠内での散乱成分の寄与が無視できな
いことなどが明らかとなった。
 

リモートセンシング、SIF、植生放射伝達
remote sensing, SIF, plant canopuy radiative transfer
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Estimating evapotranspiration from seasonal wetlands in north-central Namibia based on
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蒸発散量の時空間分布を高い分解能で把握することは、植生動態の把握や農業管理などの様々な応用において
重要である。とくに、土地被覆・土地利用の変化をはじめとする人間活動が、地域スケールで水環境にどう影
響するかを考える場合には、蒸発散量を数十〜数百mスケールで微細に表現することが望ましい。しかし、これ
までの陸面モデルや衛星リモートセンシングによる蒸発散量の推定は、空間分解能が数十〜数百kmに及ぶもの
が多く、地域スケールの空間不均一性を表現するには必ずしも十分ではなかった。そこで本研究では、アフリ
カ・ナミビア共和国北中部の季節湿地を対象に、3種類の衛星データ (AMSRシリーズ、MODIS、Landsat ETM+)
をベースとした高時空間分解能の蒸発散量推定手法の開発を行った。 本手法は、空間的に不均一である当該季
節湿地からの蒸発散量を表現するため、蒸発散のソースを、植生を含む表面水と、土壌の2つに分けてそれぞれ
評価した。アルゴリズムは大きく2段階で構成した。 1) 各衛星データから計算した水指数をデータベースミク
セル分解法 (Mizuochi et al., 2014) でデータフュージョンし、30 m分解能、日毎の湛水モニタリングを実現
した。 2) これにMODISの日射プロダクトと地表面温度プロダクトを用いてVI-Ts法を適用し、30 m分解能で各
週ごとの蒸発散量の推定を行った。VI-Ts法はもともと、植生指数 (VI) と地表面温度 (Ts) の散布図から、気
温と、土壌の理論上の最高温度を求める手法であるが、本研究ではこれを水指数 (MNDWI) とTsに対して適用す
ることで、表面水と土壌からの蒸発散量をそれぞれサブピクセルスケール (30 m以下) で記述することを可能
にした。具体的には、まず土壌からの蒸発をVI-Ts法と放射・熱収支式から求め、次に表面水からの蒸発散量を
補完関係式とJarvis型コンダクタンスモデルに基づいて求め、最後にそれらをピクセル中に占める表面水の割
合 (WF) で重み付け平均して、各ピクセルにおける蒸発散量とした。 ナミビア北中部の3箇所のテストサイト
(それぞれ5.3 km×5.3 kmの範囲) において、本手法によって2003年から2013年までの蒸発散の空間分布と時系
列変動を求め、結果を現地フラックス観測値、およびPenman-Monteith式に基づくMODISの蒸発散量プロダクト
（MOD16）と比較した。また、有効エネルギーQ (潜熱フラックスと顕熱フラックスの和) 、Qに占める潜熱フ
ラックスの割合EF、水域からの潜熱の寄与WC、およびWFを比較することで、季節湿地の蒸発散特性を調べた。
推定された蒸発散量は、フラックス観測値におおむね近く、また乾季・雨季の季節変化もよく表現できてい
た。また、Q, EF, WC, WFの比較により, 季節湿地においては、有効エネルギーがほぼ潜熱輸送に使われてお
り、かつ、土壌ではなく表面水からの蒸発が支配的であることが確認できた。MOD16の空間分解能 (1km) と比
べ、高い空間分解能 (30 m) での推定が可能になったことで、数十〜数百mスケールの季節湿地において高い蒸
発散が生じていることが確認できた。ただし、MOD16の時系列推定値と比べ、本手法の推定値は全体的に過大評
価であり、更なる検証やアルゴリズムの改良が必要であることがわかった。 本手法により、季節湿地に代表さ
れる時空間的不均一性の高い地表面からの蒸発散量の推定が可能となった。開発された手法は、世界の他地域
においても、地域スケールの詳細な蒸発散量を調べる上で有用と考えられる。今後、VI-Ts法やJarvis型コンダ
クタンスモデルに与えるパラメータを土地利用シナリオごとに変化させることによって、人為起源の土地利用
変化が、蒸発散量にどのような影響を与えるのかについても評価を行っていきたい。
 

データベースミクセル分解法、VI-Ts法、季節湿地
database unmixing, VI-Ts method, seasonal wetlands
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データ同化による陸上生態系モデルの最適化：粒子フィルタのフレキシビリティ
Optimization of a terrestrial ecosystem model by data assimilation: demonstrating
flexibility of the particle filter
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データ同化はシミュレーションモデルを最適化する手法として用いられているが、陸上生態系モデルは、その
複雑さゆえに、データ同化の応用が進んでいなかった。そこで本研究では、粒子フィルタというデータ同化手
法を用いることで、非連続な挙動を示す陸上生態系をモデル化し、データ同化によって最適化することが可能
であることを示す。今回はケーススタディとして、落葉樹の展葉・落葉フェノロジーを取り扱う。展葉・落葉
によって、樹木の葉面積は非連続で突発的な挙動を示す。その挙動は従来、積算温度などでモデル化されるこ
とが多かったが、これまで統計的な手段で最適化されることはあまりなかった。本研究では、人工衛星で観測
された葉面積指数の季節変化を用いてデータ同化を行った。その結果、モデルの複数のパラメタは総合的に最
適化された。
 

生態系モデリング、データ同化、陸上生態系
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Impacts of leaf wetness on forest carbon cycle under air pollution
 
*堅田 元喜1、星加 康智2

*Genki Katata1, Yasutomo Hoshika2

 
1.日本原子力研究開発機構、2.イタリア国立研究機関 環境保護研究所
1.Japan Atomic Energy Agency, 2.Institute of Sustainable Plant Protection, National Research
Council of Italy
 
対流圏オゾンは、森林樹木の光合成活動を阻害するとともに、森林微気象の変化に対する気孔応答の鈍化を誘
発し、森林の水・炭素循環に影響を与える。この影響は、現在の陸面モデルには考慮されていない。本研究で
は、オゾンによる気孔応答の鈍化を考慮した多層陸面モデルSOLVEGと全球化学輸送モデルを組み合わせて、北
半球の温帯落葉樹林へのオゾンによる影響を調べた。この陸面モデルには、キャノピーの濡れ状態に応じたオ
ゾンの吸収と、それに伴うカルボキシル化速度(Vcmax)と気孔コンダクタンス(gs)の変化が考慮されている。シ
ミュレーションの結果、高オゾン濃度地域では、気孔応答の鈍化により森林の光合成活動の低下と蒸散の促進
が同時に起こり、水利用効率が大幅に低下することが明らかになった。一方、年間の降水頻度が高い地域で
は、オゾンによる森林への影響は小さかった。これらの結果は、オゾンによる森林影響は、オゾン濃度だけで
なく濡れ期間にも依存することを示唆している。今後、アジアで年間降雨日数が減少するという予測もあ
り、これによる濡れ期間の短縮によって大気汚染下での気孔応答の鈍化と光合成の低下が進み、森林生態系の
水・炭素循環が変化する可能性がある。
 

森林炭素循環、大気汚染、樹冠の濡れ
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The terrestrial biosphere plays important roles in regional and global energy and carbon cycles
through biogeochemical and biophysical processes, in turn affecting the trajectory of climate
change. Despite the importance of this issue, model intercomparison efforts have revealed large and
persistent uncertainties in CO2 fluxes among terrestrial biosphere models. Reducing uncertainties
in terrestrial carbon cycle simulation is a challenging task because of insufficient observed CO2
fluxes, which serve as references for refining terrestrial biosphere models at regional and global
scales. Recently, the network of eddy-covariance observation has increased, and more data have
become available to public. These datasets allow data-driven modeling (empirical upscaling) of
terrestrial CO2 and H2O fluxes, and their application has shown significant progresses. Since
data-driven models rely on the statistical relationship between observed fluxes and explanatory
variables, the estimated flux is independent from terrestrial ecosystem models. Therefore, the
results provide a new data constraint to terrestrial carbon and energy cycle communities. 
In this presentation, we introduce an overview and applications of data-driven modelling to
terrestrial biogeochemical studies. We used regional and global networks of eddy-covariance
observations (e.g. AsiaFlux and FLUXNET) and remote sensing as the forcing of data-driven model,
and conducted various applications using them. First, we will show the methodology and algorithms
of data-driven model. Second, we will show the applications of the resulting data: i.e.,
spatio-temporal variability in terrestrial CO2 flux (Saigusa et al. 2010; Ueyama et al. 2013) and
energy balance (Ueyama et al. 2014). Third, we will present evaluation of data-driven models with
an assimilation of atmospheric CO2 from GOSAT Level 4A product (top-down approach) (e.g. Kondo et
al. 2015). Fourth, we will demonstrate that regional/global CO2 and H2O fluxes upscaled by
data-driven models can be used to refine terrestrial ecosystem models (e.g. Ichii et al. 2009). 
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In a terrestrial ecosystem, heterotrophs depend on primary productivity, which is affected by
climate change. Various types of process-based models have been developed to estimate primary
productivity, resulting in growing understanding about the roles of terrestrial ecosystems in
material circulations and energy flows. However, meteorological constraints on phenology that
influence seasonal changes in primary productivity are still uncertain. Prognostic leaf growth
models are possible to contribute to interpret the mechanisms. We developed a process-based
vegetation model driven by simple climate variables to estimate primary productivity. Using this
model, we examined the spatiotemporal variability in primary productivity and the timing of leaf
onset and fall. 
This model consists of four submodules: (1) energy and water balance, (2) water–carbon exchange,
(3) allocation of assimilated carbon, and (4) phenology. Photosynthesis and evapotranspiration
rates are computed forced by simple meteorological variables (i.e. air temperature, solar
radiation, precipitation, relative humidity, and wind speed) at a 30-min interval in (1) and (2).
The computed primary productivity is then transmitted to (3) and (4) wherein leaf growth is
calculated at a one-day interval. Leaf growth is computed based on meteorological resources and
allocations of assimilated carbon. The proposed model considers the differences in biophysical and
ecophysiological traits among plant functional types. 
First, we examined interannual variations in gross primary productivity (GPP) at some flux tower
sites. We used meteorological and biochemical data observed at flux towers and those archived in
FLUXNET. Second, we evaluated spatiotemporal variability in GPP in Monsoon Asia. Gridded
meteorological data from general circulation models (GCMs) were spatially interpolated to the
resolution of vegetation distribution data. We examined the influences of the interannual
variations in climate on GPP and leaf phenology. 
The proposed model captured seasonal changes in the measured GPP per site. The estimates of
interannual variations were rather comparable to the measurements. For example, the reduction in
GPP due to a cool and wet summer in 2003 at Fujiyoshida was greatly reproduced. Although the model
estimated a low GPP at Appi in the same year, the measured value was the greatest in 2000–2006.
This discrepancy occurred possibly because the model ignores species-specific traits. However, the
model comprehensively reproduced temporal changes in GPP in response to climate variations. The
results of the experiment suggest GPP at the peak of leaf growth affects the growth after that and
therefore annual GPP. 
The total annual GPP in Monsoon Asia varied in response to interannual climate variations. There
were some areas, where the interannual variability in GPP was large. This result shows that the GPP
in these areas are sensitive to climate variations. In this presentation, we will discuss how
climate variability affects the GPP through leaf phenology.
 

年々変動、一般気象要素、フェノロジー
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陸域生態系の温室効果ガス収支に関する統合評価モデル
Integrated modeling of greenhouse gas budget of terrestrial ecosystem
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*Akihiko Ito1,2
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1.National Institute for Environmental Studies, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology
 
陸域生態系における温室効果ガス収支の変化は、気候変動に対する正または負のフィードバック過程として作
用する。温暖化研究のための排出シナリオ作成、地球システムモデルによる予測、影響評価、緩和策評価の各
段階で陸域生態系の温室効果ガス収支を、なるべく高い信頼度で推定する必要がある。グローバルな陸域生態
系モデルは、従来は最も温暖化への寄与度が高いCO2収支を主に推定してきた。近年ではCH4やN2Oの放出・吸収
過程を組み込んだモデルが開発されており、国外での例としてはDLEMやTRIPLEX-GHGがある。国内では演者らに
よるVISITの開発例があり、ここではその内容を主に紹介する。CO2と比べて、CH4やN2Oは放出源の種類が多
く、その空間分布に偏りが大きいことが分かっている。従って、場所によってはCO2ではなくCH4やN2Oが温室効
果ガス全体の収支を決定している場合がある。また、陸域生態系が長期的にCO2の吸収源となってきたのに対
し、CH4やN2Oの放出量は増加傾向にあると考えられており、気候変動に対するフィードバック機能に量的・質
的な変化をもたらす恐れがある。グローバルな温室効果ガス収支の統合解析を行っているGlobal Carbon
Projectでは、以前よりCO2収支を取りまとめてきたが、最近ではCH4とN2Oについても作業を進めている。この
ような状況を主にモデル研究の観点から紹介し、最後に今後の課題について議論を行う。
 

温室効果ガス、気候変動、陸域生態系
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