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序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。
　この第 558 集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト－森林・林業分野にお
ける温暖化緩和技術の開発－、－地球温暖化が森林・林業分野に与える影響評価と適応技術の開発－」は、
農林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として、2010 年度から 2014 年度までの 5 年間にわた
り、独立行政法人森林総合研究所を中心に実施した研究成果をとりまとめたものである。
　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書（2014 年 11 月公表）においては、気候シス
テムの温暖化は疑う余地はないとされており、地球温暖化は世界中の自然と社会に深刻な影響を与え、我が
国農林水産物の生産にも重大な影響を及ぼすことが懸念されている。そのため、農林水産分野における温室
効果ガス発生・吸収メカニズムの解明、温室効果ガスの排出量削減技術・吸収源機能向上技術の開発、地球
温暖化の影響の予測と評価及び地球温暖化の進行に適応した中長期的な課題に対応するための生産安定技術
の開発等が課題とされている。
　本研究は、森林・林業分野における温室効果ガス発生・吸収メカニズムの解明、温室効果ガスの排出削減
技術・吸収機能向上技術の開発、森林生態系への温暖化影響予測と評価、温暖化による生物害の被害拡大予
測と適応技術の開発等を実施しており、森林・林業分野における気候変動に対する緩和策、適応策に資する
ことを目的とした。
　この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考
え、関係機関に供する次第である。
　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　2016 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
西郷　正道　　
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Ⅳ　研究目的
１　森林及び林業分野における温暖化緩和技術
の開発

　森林・林業分野における温暖化緩和策では、森林
による二酸化炭素吸収機能が注目され、京都議定書
の目標達成においてもその役割が期待されている。
しかし、今後、我が国の森林による二酸化炭素吸収
量は、中長期的に低下していくことが予測されてお
り、その傾向の中では森林による吸収機能の維持・
向上だけではなく、木材による炭素蓄積効果や化石
燃料代替効果といった、木材利用による排出削減機
能にも注目し、森林と木材が持つこれらの機能を活
かした緩和施策を進めていく必要がある。このとき、
気候変動や林業活動、木材利用がもたらす森林への
影響や効果を考慮しながら、全国規模のスケールで
中長期的な森林の吸収量や資源量の変動をその地理
的分布を含めて予測し、それに基づいて適切な施策
の組み合わせを評価するといったバックキャスティ
ングの手法は、施策の評価・提案手法として透明性
が高い。
　また、二酸化炭素濃度上昇など気候変動環境下で
の林木の二酸化炭素吸収・固定機能の解明、森林・
土壌における炭素や温室効果ガスと密接な窒素の動
態の解明、さらに緩和策としての炭素固定能の高い
品種・系統の利用については、これまで十分に研究
が進んでおらず、解明すべき課題としてその対処が
強く求められている。
　このような背景から、本研究においては、温暖化
緩和策の森林の炭素・窒素循環モデルや森林資源の

研　究　の　要　約

─ 1 ─



高精度な広域評価手法の開発など、モデルの精緻化
と適用の拡大を狙った開発を通して、森林・林業・
木材生産による炭素量変化の将来予測とその地理的
分布を表す新たな統合モデルを開発し、このモデル
による将来予測から温暖化緩和をもたらす森林・林
業・木材利用の最適な施策を提案する手法を開発す
る。

２　地球温暖化が森林及び林業分野に与える影
響評価と適応技術の開発

　2007年に公表されたIPCC第4次評価報告書では、
気温の上昇とともに、海水面の上昇、豪雨の頻度の
増加や熱帯低気圧の強度の上昇など極端な気象現象
の強度と頻度の変化を予測している。また同報告書
では今後、温室効果ガス排出量を削減する緩和策を
最大限に適用しても温暖化傾向は不可避であり、将
来迫り来る温暖化に対しては緩和策と適応策を車の
両輪として適用することの重要性を説いた。この予
測は、地形や地質、気候条件などが複雑かつ脆弱で
経営規模の小さい林業家が多い我が国の森林や持続
的な林業にとって非常に大きな脅威であり、早急に
地球温暖化の進行に対する森林・林業面への影響予
測技術の開発や適応策・緩和策を構築する必要があ
る。
　このような背景から、本研究においては、温暖化
緩和技術の開発に係わる研究課題と連携して、森
林・林業分野における適応策に関する技術の開発を
行い、温室効果ガスのモニタリングの実施、地球温
暖化に伴う影響の予測と評価及び地球温暖化の進行
に適応した中長期的な課題に対応するための生産安
定技術を開発する。

Ⅴ　研究方法
１　森林及び林業分野における温暖化緩和技術
の開発

（１）　温室効果ガス発生・吸収メカニズムの解明
　気温や温室効果ガスである二酸化炭素、オゾン濃
度の上昇など気候変動環境下における森林の二酸化
炭素吸収メカニズムを光合成機能や個体成長から解
明するとともに、森林・土壌における炭素・窒素循
環のメカニズムの解明を行い、森林炭素・窒素循環
モデルを開発する。林分構造の広域評価、林業・木
材利用を統合した炭素循環の新たなモデル化を通し

て、森林、土壌、木材製品を含む全国スケールの炭
素蓄積量、その変化や地理的分布を推計する技術を
開発する。

（２）　温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能向上
技術の開発
　スギ、グイマツ F1 を対象とした炭素吸収能の高
い品種・系統の利用による、森林吸収の機能向上技
術を開発する。様々な施策の最適な組み合わせを評
価・提案する手法の開発を通して、全国スケールで
の炭素貯留量向上ポテンシャルを提示する。

２　地球温暖化が森林及び林業分野に与える影
響評価と適応技術の開発

（１）　森林における精度の高い温室効果ガスのモニ
タリングと炭素収支への影響評価
　長期広域にわたる温室効果ガスのモニタリングに
よって、多様な森林における温暖化影響を検出する
とともに、モデルを用いて炭素収支の将来予測を提
示する。

（２）　森林域における水資源賦存量の現況と温暖化
による変動予測
　水資源の温暖化影響に関して、我が国の森林域に
おける水資源賦存量の現況と変動予測を広域メッ
シュマップとして提示する。温暖化に伴う森林流域
における水収支と流況、積雪・融雪流出特性の長期
的な変動を評価する。本課題は 2013 年度から始まっ
た「農林業に係る気候変動の影響評価」の小課題「森
林流域からの水資源供給量に関わる気候変動の影響
評価」（小課題代表者玉井幸治）2013 年度～ 2017
年度に移行したため、以降本研究における実施課題
はない。

（３）　リモートセンシング技術や生態モデル等を活
用した森林生態系への温暖化影響評価
　森林生態系への影響予測では、常緑広葉樹を対象
に温暖化の影響を評価し、また過去の温暖化の影響
を検出する。衛星データ等を用いた森林フェノロ
ジー経年変化の評価については、衛星データを利用
した感度の高い開葉日の判定アルゴリズムと日平均
気温を利用した開葉日の予測モデルを開発し、森林
への温暖化影響を評価する。

（４）　山地災害への温暖化影響評価と適応策として
の防災・治山技術の向上及び適応策としての防災林
の機能評価と機能向上技術の開発
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　山地災害に関しては、温暖化による極端気象現
象、豪雨頻度・強度の変化が、脆弱性が危惧されて
いる花崗岩山地の崩壊発生確率に与える影響を地域
スケールで評価する技術を開発する。また温暖化に
伴う豪雨対策としての治山施設の補強、かさ上げの
決定に関する技術的指針策定を目指す。山地災害に
ついては「極端現象の増加に係る農業水資源、土地
資源及び森林の脆弱性の影響評価」の小課題「極端
現象の増加による花崗岩山地の表層崩壊発生リスク
の変動予測」（小課題代表者大丸裕武）「積雪地域に
おける極端現象の増加に伴う地すべり災害の広域リ
スク評価」（小課題代表者岡本隆）2013 年度～ 2017
年度に発展的に移行した。また、防災林の機能と適
応策に関しては、海岸林防災において本数調整法の
有効性を数値化する等、管理・機能向上の技術開発
について所期の成果を達成したので 2013 年度で終
了とした。

（５）　森林林業における生物害の影響評価と適応技
術の開発及び林産物への温暖化影響の評価と適応技
術の開発
　温暖化による生物害の被害拡大予測と適応策につ
いては、重要病虫害であるマツ材線虫病、被害地域
の北上が危惧されている南根腐病、広葉樹林で被害
が拡大しているカツラマルカイガラムシの被害等に
着目して、温暖化の進行とともに生じる被害の発生・
拡大に関する影響を予測し、優良な木材の安定供給
に資する技術を開発する。これらの項目については、
本年度内に予定した成果のとりまとめが完了したの
で、2013 年度で終了した。
　林産物への温暖化影響については、木材に継ぐ重
要な林産物であるシイタケ等キノコの高温被害発生
の環境要因を特定し実証するとともに、耐病性品種
導入による被害回避の技術を確立するために保存菌
株の耐病性検定による選抜を行う。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

10 11 12 13 14 機関 研究室

1…　森林及び林業分野における温暖化緩和技術
の開発

（1）温室効果ガス発生・吸収メカニズムの解
明
… 1）高二酸化炭素環境下における森林の二

酸化炭素削減機能へのオゾン影響評価
… 2）森林土壌の炭素・窒素動態モデルと温

室効果ガス発生・吸収量の全国スケール
の推定手法の開発

… 3）リモートセンシングと地上観測による
林分構造の広域的評価手法の開発

… 4）木材伐採・更新と木材利用に係る炭素
収支シミュレーションモデルの開発

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

植物生態研究領域

立地環境研究領域
北海道支所
東北支所
関西支所
四国支所
九州支所
九州支所
森林管理研究領域
東北支所
四国支所
林業経営・政策研
究領域
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（2）温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能
向上技術の開発
… 1）炭素固定能の高いスギ品種を活用した

吸収機能向上技術の開発
… 2）炭素固定能の高いグイマツ F1 品種を活

用した吸収機能向上技術の開発

… 3）都市近郊林の温熱環境改善機能等を評
価する技術の開発

… 4）統合モデルの開発と将来予測に基づく
温暖化施策のベストミックスの提案

2…　地球温暖化が森林及び林業分野に与える影
響評価と適応技術の開発

（1）森林における精度の高い温室効果ガスの
モニタリングと炭素収支への影響評価
… 1）長期モニタリングと群落微気象モデル

による森林群落炭素収支の変動予測

東京大学大学院

東京農工大学大学
院
ウッドマイルズ研
究会
ドットコーポレー
ション

森林総合研究所

北海道立総合研究
機構
森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

宮崎大学農学部

森林総合研究所

構造利用研究領域
農学生命科学研究
科
工学系研究科
農学研究院

林木育種センター

森林研究本部林業
試験場
植物生態研究領域
北海道支所
気象環境研究領域

研究コーディネー
タ
林業経営・政策研
究領域
北海道支所
関西支所
四国支所
九州支所
森林緑地環境科学
科

北海道支所
東北支所
気象環境研究領域
植物生態研究領域
関西支所
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（2）森林域における水資源賦存量の広域推定
と水収支・融雪流出の変動予測技術の開発
… 1）森林域における水資源賦存量の広域推

定と変動予測技術の開発

… 2）森林流域における水収支と流況の変動
予測技術の開発

（3）森林生態系への影響予測と評価
… 1）温暖化が常緑広葉樹の分布に与える影

響予測と過去の温暖化影響の検出の技術
開発

… 2）衛星データ等を用いた森林フェノロジー
経年変化の評価技術の開発

（4）温暖化による山地災害のリスク評価と適
応策
… 1）温暖化が花崗岩山地地域の崩壊リスク

に与える影響評価に関する技術の開発…
… 2）温暖化適応策としての山地災害対策技

術の開発
… 3）温暖化影響対策としての海岸林の機能

強化技術の開発
（5）温暖化による生物害の被害拡大予測と適

応技術
… 1）温暖化による重要森林病虫害の変化と

被害拡大予測技術の開発
… 2）温暖化によるカツラマルカイガラムシ

被害予測と適応技術の開発

山梨県富士山科学
研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

岐阜大学

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所
山形大学
山形県森林研究研
修センター
長野県林業総合セ
ンター
福島県林業研究セ
ンター

九州支所
自然環境研究部

水土保全研究領域
東北支所
関西支所
水土保全研究領域
東北支所
関西支所

北海道支所

流域圏科学研究セ
ンター

水土保全研究領域
東北支所
水土保全研究領域
関西支所
気象環境研究領域

森林昆虫研究領域
北海道支所
森林昆虫研究領域
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… 3）シイタケ原木栽培における害菌害虫被
害等の回避技術の開発

森林総合研究所 九州支所

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。（例：１-（1）
-1）の課題の 1 番目の図の場合は、図 111-1 と表示）

Ⅵ　研究結果
１　森林及び林業分野における温暖化緩和技術
の開発

　森林土壌に関するモデルの精緻化やデータの集
約、森林タイプ図の開発、オゾン影響の評価、炭素
固定能の高いスギ品種の選抜、クリーンラーチの適
用等を通して、森林・林業・木材生産による炭素量
変化の将来予測とその地理的分布を表す新たな統合
モデルを開発し、五つの施策シナリオを用いた将来
予測を行った。その結果をふまえて、温暖化緩和を
もたらす森林・林業・木材利用の施策を検討すると
ともに、最適な施策の組合せ（ベストミックス）を
提案するフローチャートを開発した。
　高二酸化炭素＋高オゾンの複合ストレスが樹木苗
木の成長及び光合成に与える影響を調べた。ミズナ
ラとコナラでは、これまでの報告例と異なり、高二
酸化炭素＋オゾン環境で顕著な成長促進が認められ
た。その理由として、個体レベルでのオゾンによる
地上部へのバイオマス分配の増加と個葉レベルでの
高二酸化炭素による光合成促進の結果として、高二
酸化炭素＋オゾンによる顕著な成長促進が生じたと
考えられた。
　日本の森林土壌の炭素・窒素動態、温室効果ガス
吸排出について、精度の高いモデルを構築するため、
メカニズム開発やデータ集約を行った。植物遺体由
来有機物による炭素・窒素分解・固定メカニズムに
ついては、実測可能なプールを元にした炭素モデ
ル作成の可能性を明らかにするとともに、CN 比を
プール別に明らかにした。また、細根の生産量を明
らかにし、根株の粗大根の分解が根株の地上部の分
解と同じであることを明らかにした。CH4 フラック
スに対する積雪の影響が特に大きいことを明らかに
し、これを組み込んだ評価が可能になった。ベイズ
理論による CH4 と N2O の予測モデルを開発し、全
国発生量マップを作成した。これらの成果をふまえ

て、炭素・窒素循環モデルを開発し統合モデルに組
み込み、将来予測を行った。
　中空間分解能衛星データ（約 30…m 分解能）を用
いた広域森林タイプ図の作成手法を開発し、日本全
国を対象として、広域森林タイプ図を作成した。完
成したタイプ図の評価を行い、十分な精度を有して
いることを確認した。また、リモートセンシングと
地上観測を併用した林分材積の広域推定手法を検討
し、各推定手法の特徴を、コストと精度の観点から
比較・整理した。さらに、地上調査の実測値に基づ
いて、日本全国を対象として林分成長を評価し、主
要な針葉樹種における成長の樹種間差と地域差を明
らかにした。
　都道府県別、民有・国有別、主要樹種群別の初期
時点における林齢別面積と素材生産量の統計値及び
都道府県に対する間伐材生産量に関する聞き取り結
果に基づいて、主伐・間伐別素材生産量、間伐材の
利用率、主伐面積及び再造林率を推定した。これに
基づき、都道府県別の将来の伐採量、資源量変化
の可能性を 2050 年までの期間についてシミュレー
ションするために、五つの異なる施策シナリオを作
成し、統合モデルによるシミュレーションのために
提供した。木材利用に関し、モーダルシフトと素材・
製品の調達範囲の縮小化により、輸送過程炭素排出
量が 4 割程度削減できることが分かった。また、ガー
ドレール・遮音壁・護岸・治山防砂ダムの木製代替
について CO2 排出削減量を評価した。さらに、東・
中・西日本における木材利用に関わる炭素収支評価
モデルを構築し、複数の将来シナリオに基づいて
CO2 削減効果を2050年まで推計した結果、最大で8.4
百万 t－C が得られ、現状の日本全体の二酸化炭素
排出量の 2.4％に相当した。
　在来品種から炭素固定能の高い品種に植え替えた
場合の炭素蓄積量について評価した。東北、関東及
び九州育種基本区において試験地データを再度精査
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した結果、炭素固定能の高い品種は他のクローンに
比べ成長及び材密度で優れていた。また、全ての施
策シナリオにおいて、従来品種から植え替えた場合
の効果が認められた。特に、計画シナリオにおいて
より効果が認められた。
　都市近郊林等の緑陰を利用し、暑熱による熱中症
等の健康被害を回避する方法を啓蒙するため、緑陰
の涼しさを表す指標として「WBGT 湿球黒球温度」
を利用することを提案した。WBGT…湿球黒球温度
は、黒球温度計と乾湿計の値から下記の計算式で算
出するもので、暑さ指数とも呼ばれている。盛夏の
日向、屋内、緑陰の気温と WBGT の値を示したと
ころ、気温に差はないが、WBGT の値は日向＞屋
内＞緑陰の順となった。WBGT は緑陰の遮熱効果
を適切に表現するものであることを示した。
　以上のような成果をふまえて、森林・林業・木材
利用を通した炭素吸収量を推定する統合モデルを開
発し、林業・木材利用に関する五つの施策シナリ
オのもと、2050 年までの中長期的な予測を行った。
その結果、いずれのシナリオにおいても、森林によ
る吸収量は中期的には安定し、森林が排出源側に転
じることはないこと、緩和を考慮した木材利用によ
る CO2 排出削減効果は森林による吸収量と匹敵し、
伐採量の増加は森林の吸収量を減少させるものの、
緩和を考慮した木材利用の推進により排出削減量が
増加し、吸収量低下の多くをカバーすることが分
かった。この結果をふまえ、関連する計画や目標を
考慮することを含めたフローチャートを示し。これ
を森林・林業・木材利用における温暖化施策の最適
な組み合わせ（ベストミックス）を提示する手法と
して提案した。

２　地球温暖化が森林及び林業分野に与える影
響評価と適応技術の開発

　長期モニタリングにより、様々な温暖化因子の検
出と森林群落の炭素収支への影響を明らかにした。
群落微気象モデルと生態系プロセスモデルを活用し
て、温暖化シナリオに基づく森林群落の炭素吸収量
の将来予測、森林被害や森林施業等による炭素吸収
量への影響予測を行った。短期間の観測結果だけか
らは森林上の環境変化を十分に抽出することはでき
なかった。気温の高い地域にある森林ほど予想され
る温暖化に対して炭素吸収量の減少が大きいことが

予想された。また、温暖化の影響により増加が予想
される森林撹乱は、長期の炭素収支に大きな影響を
及ぼすことが示された。
　温暖化による気候条件の変化に対する、アカガシ
への影響を予測するため、植物社会学データベー
ス（PRDB）、現在と気候変化シナリオ（RCM20、…
MIROC）の気候値、土地利用データを用いてアカ
ガシの生育域を予測した。温暖化により気候的な潜
在生育域（PH）は、東北地方など緯度の高い地域
や九州、中国、四国地方の標高の高い地域に拡大
した。一方、現在の気候的な PH の 49.5％では土地
改変が進行し、分断・孤立化していた。土地利用、
現在の生育域からの移動距離を 1…km とした場合
の PH の面積は、2081 ～ 2100 年の気候的な PH の
34.6％（MIROC）～ 39.5％（RCM20）のみで、分
布拡大の可能性が高い地域は太平洋側沿岸域の山地
部であった。老齢の落葉広葉樹林と常緑広葉樹林が
中腹で接する筑波山において、オルソ空中写真から
作成された 20…ha プロットの樹冠分布図に基づき、
樹冠面積を標高クラスごとに集計した結果、1961
年から 2005 年に向かうにつれて、各標高階におけ
る常緑広葉樹の樹冠面積は増加した。山頂と中腹の
気候データを用いて植生や植物の分布を規定する気
候変数の閾値を解析した。垂直分布において、常緑
広葉樹林の上限（CI=－10℃ ･ 月）と落葉広葉樹林
の下限（WI=85℃ ･ 月）の標高はほぼ一致し、ア
カガシ個体の分布上限（TMC=－4.7℃）の標高は、
山頂付近に位置した。この三つの分布限界標高は、
過去 100 年間で 98 ～ 147…m 上昇した。このような
気候変化は、筑波山で常緑広葉樹が分布拡大したこ
とに大きく影響したと考えられる。分布予測モデ
ルを用いて種や生態系の PH を予測することによっ
て、温暖化に伴う脆弱な種・生態系と地域を推定で
きる。このような地域で、モニタリングを実施し実
際に起こっている変化を把握することにより、温暖
化の影響を推定できる。さらに、その結果に基づい
て緊急性のある事案について適切な対策を実施する
ことが賢明な適応策と考えられる。
　MODIS の毎日の NDVI データを利用して開葉日
を判定する感度の高いアルゴリズムを開発し、岐阜
県を対象に毎年の開葉日の分布を判定した。次いで
気温の地上観測値と標高データを用いて作成した日
平均気温の分布図を利用して、開葉日判定結果の特
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徴を検証した。その結果、9 日間程度の積算気温が
開葉判定に有効と考えられた。これに基づいて開葉
を促す気温条件について検討し、日平均気温の積算
値に基づいて開葉開始を説明するモデルを開発し
た。温暖化の A1B シナリオに基づいた MIROC に
よる日平均気温の予測結果と開葉日予測モデルを利
用して落葉広葉樹の開葉日の変化を予測した。この
結果、高標高より低標高で開葉の早期化が大きいと
予測された。日本列島では 1990 年代から 2090 年代
までの 100 年間で開葉日は全国平均で 28 日早まる
が、北海道のオホーツク沿岸でもっとも早期化が進
み、開葉が 40 日ほど早まると予測された。これに
対して東北地方の多雪地では開葉の早期化は 20 日
程度で日本列島ではもっとも緩やかだった。
　温暖化による台風の強大化は沿岸域に風速と飛来
塩分量の増加をもたらすと予想される。そうした状
況下で海岸林の防災機能を維持するには、本数調整
による林帯強化が不可欠である。海岸林は高い立木
密度で造成されるため列状伐採が現実的であること
から、伐採帯の適切な方向と幅を見出すため、風洞
実験と野外観測を行った。その結果、伐採帯の方向
が風向と直交する場合に残存木への風力が小さかっ
たことから、強風の卓越風向と直交に伐採帯を設け
れば強風の影響を低減可能と考えられた。風洞実験
で 1 伐（実スケールで 1.8…m 幅）のとき風力の増加
はわずかで、野外観測では伐採帯幅 1.2…m のとき風
速に変化はなかった。一方、風洞実験で 2 伐（実ス
ケールで 3.6…m 幅）の場合に風力が増加し、野外観
測では伐採帯幅5…mのとき風速が増加した。しかし、
伐採帯幅 5…m の風速は海岸林前縁付近より小さかっ
た。したがって、伐採帯幅 1…m ～ 2…m の場合は強
風の影響はなく、伐採帯幅を 5…m 程度まで広げる
と風速は増加するが、残存木の生存に影響するほど
ではないと考えられた。同様に塩分環境においても
伐採帯幅 5…m の場合に飛来及び着葉塩分量が増加
したが、海岸林前縁付近より小さく、残存木の生存
に影響しないと考えられた。
　主要な林業病害虫に対する温暖化影響を予測し、
対応策を検討した。トドマツオオアブラムシの被害
の危険地帯は 1 ～ 2℃程度の気温上昇でも大幅な拡
大が予測された。世代数推定モデルを用いて有翅虫
の出現日を予測し、防除適期の判定が可能となった。
ヤツバキクイムシの温度反応定数と気候シナリオ

データを用いて温暖化予測を行った結果、2040 年
代には年 3 世代の地域が出現すると予測された。ス
ギカミキリの場合は北東北で現状 2 年 1 世代が存在
する地域でも、2000 年代後半には全て 1 年 1 世代
になると予測できた。ムラサキアツバ発生回数は現
状では北関東以南で 1 年に 3 ～ 4 回であるが、2000
年代後半には山形・宮城県以南でも 1 年に 4 回の発
生が予測された。キオビエダシャクは 1 月の平均最
低気温が 0℃以上の地域で越冬可能であった。南西
諸島等で発生している南根腐病菌は 2040 年代には
種子島、2090 年代には鹿児島県南部まで分布が拡
大すると予測された。
　バターナッツカボチャ及びクリのポット苗を用い
たカツラマルカイガラムシの室内増殖法を確立し
た。この飼育法をもちいて発育ゼロ点 12.2℃及び有
効積算温度 770 日度が推定された。東日本 3 県にお
けるカツラマルカイガラムシの被害推移を調査した
結果、全ての県で被害のピークは過ぎたと考えられ
るものの、いまだ被害地の拡大は続いていることが
明らかになった。福島県における温暖化による被
害分布予測を行った結果、2050 年以降の分布域は、
現在の会津盆地及び中通り周辺を中心とした地域か
ら、現在は被害の見られない、より標高の高い地域
に推移することが推定された。薬剤樹幹注入を用い
た広葉樹林における帯状施用試験及び栽培クリに対
する施用試験を行った結果、どちらも顕著な効果が
認められ、農薬登録（適用拡大）が認定された。
　栽培試験や分離試験の結果から、温暖化の進行が
シイタケ栽培に負の影響を与える可能性が高いこと
が示唆された。特に、近年九州地域で被害の報告が
相次いでいる Hypocrea 属菌の被害拡大が懸念され
る。研究成果の一つである Hypocrea 属菌の種同定
用のプライマーを用いることによって、今後の調査
における調査効率や同定精度を向上させることに成
功した。寒冷紗をシイタケ栽培のほだ場に施用する
ことで、ほだ場内の気温上昇やほだ木内部の温度上
昇を抑える効果があることを確認した。対峙試験に
よる選抜から、耐病性に優れた菌株を 4 株選抜した。
また、選抜された菌株を親株として用いて作出した
交配菌株の中に、耐病性に優れた菌株が存在するこ
と、ならびに選抜された菌株のうち、2 菌株が子実
体形成能を有していることを確認した。
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Ⅶ　今後の課題
　中課題「森林及び林業分野における温暖化緩和技
術の開発」においては、モデル開発を通して緩和技
術の開発と、施策としての緩和策の検討を行ってき
た。その研究を進める中で、地球温暖化がもたらす
気温上昇と降雨量の変化が、人工林の成長に影響を
及ぼす懸念が浮かび上がってきた。すなわち、気温
上昇は光合成量を高める一方で呼吸量をも高め、西
日本では呼吸量が卓越する危険性があり、また中国
地方や関東地方で予測されている降雨量の低下は、
豊富な水を必要とするスギ人工林に対し乾燥害をも
たらす懸念があることが明らかになってきた。
　これらの影響の評価やその適応策については、中
課題「地球温暖化が森林及び林業分野に与える影響
評価と適応技術の開発」の中の小課題「長期モニタ
リングと群落微気象モデルによる森林群落炭素収支
の変動予測」において、フラックスタワー観測とモ
デル開発により、気温上昇と NEP の変化の関係が
明らかになっている。しかしながら、全国的な影響
評価や適応策については、今回開発して緩和策を検
討するためのモデルでは十分に対応ができない。こ
のことから、今後、地球温暖化が人工林にもたらす
影響評価と適応策について、研究を行う必要がある。
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Ⅺ　取りまとめ責任者あとがき
　本研究で開発した森林・林業・木材利用を通した
炭素吸収量を推定する統合モデルは、これまで切り
離されて考えられてきた森林による二酸化炭素吸収
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と木材利用に排出削減を、その関係性を明らかにし
て統一的に取扱い評価するものであり、挑戦的な内
容であった。同時に、研究者としてどのような結果
が得られるかが楽しみであった。その結果、木材利
用による排出削減の大きさは森林の吸収量に匹敵す
るものであることが分かった。以前から、木材利用
による排出削減は大きいことが予想されたが、この
ような定量的な評価は世界的に見てもわずかであ
り、我が国では初めての研究である。世界でも最近
ようやく同様な研究や議論が行われ始めたところで
あり、本成果の新規性は明らかである。
　このことは、森林管理及び木材利用に関わる行政
にも大きな意味をもたらす。歴代の IPCC 評価報告
書では、木材利用による化石燃料の代替を、森林分
野での大きな緩和策と位置付けている。しかしなが
ら、気候変動枠組条約及び京都議定書では、森林に
よる吸収量は慎重に算定されているものの、木材利
用による排出削減量はすでに化石燃料の使用削減と
して反映されているため、その算定はなされていな
い。定量化されていない事項、見える化されていな
い事項は、そのものも対策の成果も見えないため、
対策として取り上げられづらい。このような木材利
用による排出削減量の算定手法の必要性について、

IPCCを通して世界的な議論の展開が必要であろう。
また、この成果は、特に森林資源が成熟した我が国
において、積極的な木材利用とともに、木材利用に
よる排出削減を進めることの意義を示したもと言う
事ができる。
　一方、影響評価と適応技術に関わる課題について
も重要な成果が得られた。地球温暖化の適応策は、
緩和策と異なり、様々な分野に広がり対策は個別具
体的となる。一見、分散された成果に見えるかもし
れないが、それは適応策そのものの特性と言って良
い。本課題で得られた成果は、2015 年度に我が国
政府が策予定の「適応計画」に向けて中央環境委員
会が取りまとめた「日本における気候変動の影響の
現状及び将来予測」に、多くの論文が重要な研究論
文として引用された。このことは、本課題の成果が
我が国の地球温暖化対策に寄与したもので、重要な
アウトカムとして強調したい。
　最後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、外
部有識者として早稲田大学森川靖教授には、幅広い
研究の経験と行政への深い理解をもとに、大所高所
からの意見とともに研究に対する姿勢に対しても助
言・激励を頂いた。心より感謝の意を申し上げる。

（推進リーダー：松本　光朗）
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１　高二酸化炭素環境下における森林の二酸化
炭素削減機能へのオゾン影響評価
　ア　研究目的
　二酸化炭素濃度の上昇は、樹木の光合成を促進す
ることで森林の炭素固定量を増大させることが期待
されている。一方で、近年、地球規模での大気オゾ
ン濃度の上昇が懸念されており、我が国においても
高濃度オゾンが原因の一つとして考えられる森林被
害が報告されている。オゾン濃度の上昇は樹木の光
合成を阻害するため、森林の吸収源機能に負の影響
を及ぼすことが予想される。本課題では、将来予想
される大気二酸化炭素とオゾン濃度の上昇による森
林の二酸化炭素固定量への影響を予測するために、
個葉レベルの光合成反応及び個体レベルの成長、生
産構造変化を解明し、高二酸化炭素・オゾン環境下
での樹木個体の二酸化炭素固定能力に関する科学的
知見を提供することを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　開放型二酸化炭素・オゾン暴露装置
　森林総合研究所実験林苗畑に設置した開放型二酸
化炭素オゾン暴露装置内に我が国の主要な落葉広葉
樹であるシラカンバ、ミズナラ、コナラ、ブナの苗
木を植栽し、二酸化炭素とオゾンの暴露試験を行っ
た。開放型暴露装置では、3（幅）× 3（奥行き）
× 2…m（高さ）のフレームの側面に設置したチュー
ブから二酸化炭素及びオゾンを供給した。高二酸
化炭素処理は、通常大気の二酸化炭素が約 380…ppm
であるのに対して、550…ppm となるように制御を
行った。一方で、大気オゾン濃度は顕著な季節変化
を示すことから、高オゾン処理については、大気オ
ゾン濃度に対して 2 倍の濃度になるように制御を
行った。各処理の組み合わせ（コントロール、二酸
化炭素付加、オゾン付加、二酸化炭素＋オゾン付
加）に対してフレーム 3 基ずつを繰り返しとするた
め、計 12 基のフレームを設けた。
　（イ）　光合成ガス交換測定

　光合成のガス交換測定には携帯型光合成蒸散測定
装置（Li-6400、Li-Cor、USA）を用いた。葉齢の
進行にともなう光合成の季節変化を明らかにするた
めに、5 月から 9 月の生育期間内に定期的に測定を
行った。それぞれの生育環境の二酸化炭素濃度の下、
光合成を飽和させるのに十分な強度の光（1500…µmol…
m–2…s–1）を照射し、光飽和条件での最大光合成速度
の測定を行った。
　（ウ）　成長解析
　高二酸化炭素・オゾン処理を行った後に栽培個体
の刈り取りを行い、各器官ごとの乾燥重量を測定す
ることにより、高二酸化炭素及びオゾンによる樹木
個体の構造的変化を明らかにした。根の堀取りに関
しては、エンジンコンプレッサーから供給される圧
縮空気をノズル（エアースコップ、ケーエフカンパ
ニー社）を用いて土壌に吹き付け、ほぐした土壌を
手で丁寧に取り除くことで、できるだけ多くの根の
サンプル回収を試みた。

　ウ　研究結果
　（ア）　二酸化炭素・オゾン暴露が樹木の成長に与
える影響
　シラカンバでは、個体の総乾燥重量が高二酸化炭
素では増加し、高オゾンで低下する傾向が見られた。
一方、ミズナラでは高二酸化炭素と高オゾンを同時
に付加した環境で生育した個体では成長が促進され、
コナラでは高二酸化炭素ならびに高オゾンによって
成長が促進された。ブナでは高二酸化炭素による成
長促進が認められた（図 111-1）。
　（イ）　高二酸化炭素・オゾン暴露がバイオマス分
配に与える影響
　オゾンにより成長促進が認められたミズナラ、コ
ナラの両樹種では、オゾン処理により地下部に対し
て地上部の割合が上昇する傾向が見られた（図 111-
1）。一方で、シラカンバとブナではオゾンによる地
上部の増加は認められなかった。オゾンにより地上
部／地下部比に変化が生じたミズナラ、コナラにつ

第１編�　森林及び林業分野における温暖化緩和技術の開発

第１章�　温室効果ガス発生・吸収メカニズムの解明
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いては、根、主軸、側枝、葉へのバイオマス分配を
表 111-1 に示す。ミズナラではオゾン処理によって
葉の割合が有意に増加するが、コナラでは全ての処
理区で葉の割合には違いが無いことが明らかとなっ
た。
　（ウ）　高二酸化炭素・オゾン暴露がミズナラ、コ
ナラの光合成へ与える影響
　ミズナラ、コナラにおいて、光合成の季節変化を
測定したところ、葉齢が進むことでオゾンによる光
合成速度の低下が見られた。葉齢 30 日から 120 日
までの計 4 回の平均光合成速度を比較した結果、ミ

ズナラでは高二酸化炭素で光合成速度が上昇し、オ
ゾン暴露によって光合成速度が低下した（図 111-2）。
一方で、コナラでは、オゾンによる影響は見られず、
高二酸化炭素による光合成促進のみが認められた。

　エ　考　察
　本研究課題では、高二酸化炭素とオゾンの複合ス
トレスが樹木の成長へ与える影響を明らかにするた
めに、開放型二酸化炭素・オゾン暴露装置を用い、
野外で生育させた落葉広葉樹 4 種（シラカンバ、ミ
ズナラ、コナラ、ブナ）の苗木に暴露試験を行った。

根重

/個体重

主軸重

/個体重

側枝重

/個体重

葉重

/個体重

地上部

/地下部

ミズナラ

Control 0.52 0.21 0.19 0.15 1.00

CO2 0.53 0.18 0.15 0.16 0.93

O3 0.46 0.16 0.19 0.21 1.23

CO2 + O3 0.39 0.28 0.22 0.15 1.66

コナラ

Control 0.44 0.24 0.10 0.22 1.29

CO2 0.43 0.27 0.10 0.20 1.35

O3 0.38 0.32 0.09 0.21 1.64

CO2 + O3 0.37 0.31 0.12 0.20 1.78

表 111-1　高二酸化炭素・オゾン処理がミズナラ・コナラの器官別乾物重比に与える影響

図 111-1　高二酸化炭素・オゾン処理が落葉広葉樹 4 種の成長に与える影響
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アメリカヤマナラシ（Populus tremuloides）を対
象とした野外暴露試験では、高二酸化炭素による光
合成の促進と高オゾンによる光合成の阻害の結果

（Ainsworth…and…Long…1），Norby…and…Zak…2），Kitao…
et…al.… 3），Kitao…et…al.… 4））、高二酸化炭素では成長促
進、高オゾンでは成長抑制が起きることが報告され
ている（Karnosky…et…al.… 5），Talhelm…et…al.… 6））。本
研究においても、シラカンバで同様の傾向が見られ
たが、ミズナラ、コナラでは予想に反して両樹種と
もに高二酸化炭素＋高オゾンの条件で顕著な成長促
進が見られた（図 111-1）。
　樹木の成長は、同化器官である葉の量と葉面積当
たりの光合成速度によって決まる（Pooter…7））。オ
ゾンによる植物への影響として、地上部に対して地
下部の成長が抑えられることで、地上部：地下部
比（S：R…ratio）が増加することが知られているが、
この現象は、オゾンによる光合成速度の低下を補う
ための植物による補償反応と考えられている（Pell…
et…al.… 8））。一方で、地上部：地下部比は高二酸化炭
素に対しては明瞭な反応を示さないことが報告され
ている（Pooter…and…Nagal…9））。
　各器官の乾物重を調べた結果、ミズナラ、コナラ
ではオゾンにより地上部：地下部比が増加すること
が明らかとなった（図 111-1）。また、一般に個体

重が増加すると葉への乾物重分配割合が低下するこ
とが知られているが（King…10））、本研究において高
二酸化炭素・オゾン環境で生育したミズナラ、コナ
ラの個体重は高二酸化炭素＋高オゾン処理区でコン
トロールの 2 倍以上になるにもかかわらず、葉への
乾物重分配割合には変化が見られなかったことから、
個体サイズを考慮した場合には相対的にオゾンによ
る葉へのバイオマス分配促進が生じていると考えら
れる。
　ミズナラ、コナラは、シラカンバやブナと異なり、
オゾンの無毒化に関わると考えられているイソプレ
ンを放出する樹種であり（Tani…and…Kawawata…11），
Miyama…et…al.…12））、落葉広葉樹の中では比較的オゾ
ンに強い樹種として知られている（Yamaguchi…et…
al.… 13））。光合成速度を調べた結果では、ミズナラの
光合成速度はオゾンによって低下し、高二酸化炭素
によって増加したが、コナラではオゾンの影響はな
く、高二酸化炭素によって光合成が促進された。ど
ちらの樹種でも高二酸化炭素とオゾンの組み合わせ
ではコントロールよりも光合成速度が高くなる傾向
が見られた。
　以上の結果を考慮すると、オゾンによる葉へのバ
イオマス分配の増加（個体レベルの反応）と、高二
酸化炭素による光合成促進がオゾンによる光合成阻

図 111-2　高二酸化炭素・オゾン処理がミズナラ・コナラの平均光合成速度に与える影響
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害を上回ること（個葉レベルの反応）により、高二
酸化炭素＋高オゾン条件でミズナラ、コナラの 2 樹
種で顕著な成長促進が生じたと考えられる。
　先駆樹種のシラカンバでは、オゾンによる地上
部：地下部比の変化は見られず、高二酸化炭素で成
長促進、高オゾンで成長抑制が見られた。極相樹種
のブナにおいては、高二酸化炭素・オゾンの複合処
理により、二次展開シュートへのバイオマス分配が
増えるとともに顕著に成長が促進されるという報
告があるが（Watanabe…et…al.… 14））、本研究において
も同様の傾向が確認された。先駆樹種であるアメリ
カヤマナラシ（Karnosky…et…al.… 15））、ヨーロッパシ
ラカンバ（Riikonen…et…al.… 16））、さらに、日本のカ
ンバ 3 種（Hoshika…et…al.… 17））においては、オゾン
による地上部へのバイオマス分配の増加は見られな
かった。先駆樹種の多くは、葉を連続的に展開させ
る順次展開型の成長様式を示すことから、オゾンの
有無にかかわらず地上部へのバイオマス分配が高
い（図 111-1、シラカンバの地上部／地下部比参照）。
一方で、ミズナラ、コナラのような一斉開葉＋順次
開葉型の樹種やブナのような一斉開葉型の樹種では、
生来地上部へのバイオマス配分が抑えられているの
で、オゾンによる地上部への分配の増加傾向が顕著
に現れたと考えられる。
　本研究により、高二酸化炭素・高オゾン環境での
樹木の成長を予測するためには、個葉レベルの光合
成への影響だけでなく、個体レベルでのバイオマス
分配変化の樹種による違いを考慮に入れる必要があ
ることが示唆された。

　オ　今後の課題
　本研究課題で対象として落葉広葉樹 4 種は、森林
総合研究所が 2000 年より継続して CO2 フラックス
をモニタリングしているフラックスサイトの森林を
構成する樹種より選定している。今後、フラックス
サイトにおける森林上空オゾンの連続測定により、
本研究課題で得られた高二酸化炭素・オゾンに対す
る科学的知見を、フラックスサイトにおける森林群
落レベルでの反応へと拡張し、将来予測される高二
酸化炭素・高オゾン環境での森林群落レベルの影響
予測に繋げる必要があると考える。
　本研究により、森林遷移の中期に現れるミズナラ、
コナラの苗木の成長が、高二酸化炭素＋高オゾン環

境下で顕著に促進される結果を得たが、森林更新に
おける樹種間の競争では、庇陰された林床環境での
稚樹の成長が重要となる。高二酸化炭素環境は、光
呼吸を抑えることで光合成の光補償点を弱光側にシ
フトして耐陰性を高めると予想されるが、オゾン付
加は活性酸素消去系の能力を高めるために暗呼吸速
度を増加させ、耐陰性が低下することが予想される。
将来環境での森林更新への影響を予測するためには、
弱光環境での高二酸化炭素・オゾンに対する樹種間
の光合成反応の違いを明らかにする必要がある。
　また、我が国で最も重要な林業樹種であるスギに
ついても、成長に関わる遺伝子の発現も含めて、高
二酸化炭素・オゾンによる影響を調べ、将来大気環
境における森林施業の指針を示す必要があると考え
る。

　カ　要　約
　我が国の主要な落葉広葉樹 4 種（シラカンバ、ミ
ズナラ、コナラ、ブナ）を対象として、開放型二酸
化炭素・オゾン暴露装置により、高二酸化炭素＋高
オゾンの複合ストレスが樹木苗木の成長及び光合成
に与える影響を調べた。その結果、ミズナラとコナ
ラでは、高二酸化炭素で成長促進、高オゾンで成長
抑制が生じるというこれまでの報告例と異なり、高
二酸化炭素＋オゾン環境で顕著な成長促進が認めら
れた。シラカンバ、ブナの 2 樹種と異なり、ミズナ
ラとコナラではオゾン付加による地上部へのバイオ
マス分配の増加が生じていた。一方で、季節変化を
考慮して算出した光合成速度の平均値を比較した結
果、ミズナラでは、高二酸化炭素処理による光合成
の促進とオゾン処理による光合成の抑制が見られた
が、コナラでは、オゾン処理による光合成の抑制は
認められず、高二酸化炭素による光合成の促進効果
のみが見られた。個体レベルでのオゾンによる地上
部へのバイオマス分配の増加と個葉レベルでの高二
酸化炭素による光合成促進の結果として、高二酸化
炭素＋オゾンによる顕著な成長促進が生じたと考え
られる。本課題で対象とした 4 樹種の成長様式は、
シラカンバ：順次開葉型、ミズナラとコナラ：一斉
開葉＋順次開葉型、ブナ：一斉開葉型に分類される。
ミズナラ、コナラで観測されたオゾン処理による地
上部割合の増加は、一斉開葉の後からも条件がよけ
れば葉を展開させることができるミズナラ・コナラ
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の成長様式の可塑性が関与していると考えられる。

　キ　引用文献
… 1）… Ainsworth…E.A.… and…Long…S.P.…（2005）…What…

have…we… learned… from…15…years…of… free-air…CO2…
enrichment…（FACE）?…A…meta-analytic… review…
of… the… responses… of… photosynthesis,… canopy…
properties…and…plant…production… to… rising…CO2.…
New…Phytol.…165:…351-372.

… 2）… Norby…R.J.… and…Zak…D.R.…（2011）…Ecological…
lessons… from… free-air…CO2…enrichment…（FACE）…
experiments.…Ann.…Rev.…Ecol.…Evol.…Sys.…42:…181-
203.

… 3）… Kitao… M.et… al.…（2009）… Effects… of… chronic…
elevated… ozone… exposure… on… gas… exchange…
responses…of…adult…beech…trees…（Fagus sylvatica）…
as… related… to… the…within-canopy… light…gradient.…
Environ.…Pollut.…157:…537-544.

… 4）… Kitao…M.…et…al.…（2012）…How…closely…does…stem…
growth…of…adult…beech…（Fagus sylvatica）…relate…to…
net…carbon…gain…under…experimentally…enhanced…
ozone…stress?…Environ.…Pollut.…166:…108-115.

… 5）… Karnosky…D.F.…et…al.…（2003）…Tropospheric…O3…

moderates… responses… of… temperate…hardwood…
forests…to…elevated…CO2…:…a…synthesis…of…molecular…
to… ecosystem… results… from… the…Aspen…FACE…
project.…Funct.…Ecol.…17:…289-304.

… 6）… Talhelm…A.F.… et… al.…（2014）…Elevated… carbon…
dioxide… and… ozone… alter… productivity… and…
ecosystem…carbon…content…in…northern…temperate…
forests.…Glob.…Change…Biol.…20:…2492-2504.

… 7）… Poorter…H.…（1989）…Interspecific…variation… in…
relative…growth…rate:…On…ecological…causes…and…
physiological… consequences,… in:… Lambers,…H.,…
Cambridge…M.L.,…Konings…H.,…Pons…T.L.…（Eds.）…
Causes…and…Consequences…of…Variation…in…Growth…
rate… and…Productivity… of…Higher…Plants,… SPB…
Academic…Publishing,…The…Hague,…Netherlands,…
pp.…45-68.

… 8）… Pell…E.J.et…al.…（1994）…Compensation…as…a…plant…
response… to…ozone…and…associated…stresses:…An…
analysis…of…ROPIS…experiments.…J.…Environ.…Qual.…
23:…429-436.

… 9）… Poorter…H.…and…Nagel…O.…（2000）…The…role…of…
biomass… allocation… in… the…growth… response… of…
plants…to…different… levels…of… light,…CO2,…nutrients…
and…water:…a…quantitative…review.…Aust.…J.…Plant…
Physiol.…27:…595-607.

10）… King…D.A.…（2003）…Allocation…of…above-ground…
growth…is…related…to…light…in…temperate…deciduous…
saplings.…Funct.…Ecol.…17:…482-488.

11）… Tani…A.… and…Kawawata…Y.…（2008）… Isoprene…
emission…from…native…deciduous…Quercus…spp.… in…
Japan.…Atmos.…Environ.…42:…4540-4550.

12）… Miyama…T.…et…al.…（2013）…Nocturnal… isoprene…
emission… from… mature… trees… and… diurnal…
acceleration… of… isoprene… oxidation… rates… near…
Quercus serrata…Thunb.…Leaves.…J.…For.…Res.…18:…
4-12.

13）… Yamaguchi…M.… et… al.…（2011）…Experimental…
studies…on… the…effects…of…ozone…on…growth…and…
photosynthetic…activity…of… Japanese… forest… tree…
species.…Asian…J.…Atmos.…Environ.…5:…65-78.

14）… Watanabe… M.… et… al .…（2010）… Growth… and…
photosynthetic… response… of… Fagus crenata…
seedlings… to… ozone… and/or… elevated… carbon…
dioxide.…Landsc.…Ecol.…Eng.…6:…181-190.

15）… Karnosky…D.F.… et… al.…（2005）…Scaling… ozone…
responses…of…forest…trees…to…the…ecosystem…level…
in…a…changing…climate.…Plant…Cell…Environ.…28:…965-
981.

16）Riikonen…J.…et…al.…（2004）…Silver…birch…and…climate…
change:… variable… growth… and… carbon… allocation…
responses… to… elevated… concentrations… of… carbon…
dioxide…and…ozone.…Tree…Physiol.…24:…1227-1237.

17）… Hoshika…Y.…et…al.…（2012）…Growth…and… leaf…gas…
exchange… in… three… birch… species… exposed… to…
elevated…O3…and…CO2…in…summer.…Water…Air…Soil…
Pollut.…223:…5017-5025.

　研究担当者（北尾光俊＊、飛田博順）

─ 18 ─



２　森林土壌の炭素・窒素動態モデルと温室効
果ガス発生・吸収量の全国スケールの推定手
法の開発
　ア　研究目的
　日本の森林土壌における炭素・窒素動態及び温室
効果ガス吸排出の広域評価や変動予測のためには、
モデル化が不可欠であるが、精度の高いモデルを構
築するための定量的データの欠如及びメカニズムの
未解明などの問題がある。本研究では　1）窒素モ
デル付加のための炭素・窒素動態の相互作用の解
明、2）重要な炭素・窒素供給源でありながら定量
的データを欠いていた、細根及び根株による土壌有
機物供給メカニズムの解明、を通して、炭素・窒素
動態モデルを作成し、さらに温室効果ガス発生・吸
収量の広域評価モデルを作成する。

　イ　研究方法
　（ア）　植物遺体由来有機物による炭素・窒素分
解・固定メカニズムの解明
　落葉、倒木、根株、細根及び土壌有機物の分解過
程における炭素及び窒素の動態を把握し、炭素・窒
素動態の相互作用を明らかにする。
　　ａ　土壌中の成分別炭素量の把握
　全国から収集した 15 地点の土壌サンプル（黒色
土 6 点、褐色森林土 8 点、ポドゾル土 1 点、各土
壌 0－5…cm、5－15…cm、15－30…cm の 3 層位）に対
してワックスマン法を適用し土壌有機物の成分別炭
素量を定量し、成分別土壌炭素貯留の実態を明らか
にする。また、それぞれの抽出液中の全糖量をホウ
酸－アルギニンによる発色法で測定する。これらの
データが土壌炭素の分解モデル用のデータとして供
給される。
　　ｂ　全国のリターフォール、堆積有機物、土壌
に関するデータベースの作成と解析
　森林のリターフォール量、堆積有機物量、土壌炭
素量について、日本全国で調査された研究報告等
を収集して、関連情報（樹種、窒素量、林齢、気
温、降水量、土壌型など）とともにデータベース化
する。これを用いて落葉の分解過程の指標となるリ
ターフォール量、堆積有機物量及びこれらに含まれ
る窒素量を左右する因子について、林齢や気象条件

（温量指数（WI）、年降水量）の影響を、森林タイ
プ別（スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ、クロマ

ツ、ブナ、ミズナラ、常緑広葉樹）に検討する。ま
た土壌 CN 比に影響する要因について解析する。
　　ｃ　落葉分解試験による成分別分解係数の算出
　札幌（ミズナラ・ウダイカンバ林）、北茨城（ブ
ナ・ミズナラ林）、筑波山周辺（スギ林及びヒノキ
林）、名護（イタジイ林）において採取した分解リ
ター試料を対象に、有機溶媒と酸を用いた逐次抽出
法によって各樹種リターの有機物成分の分画を行い、
形態別成分ごとの窒素・炭素の分解プロセスの違い
を検討し、それぞれの分解係数を算出する。
　（イ）　細根・根株を通した有機物供給メカニズム
の解明
　細根、根株からの有機物供給量を評価する手法を
開発し、日本全国の試験地において観測を行い、こ
れらの供給量を解明する。
　　ａ　細根生産速度測定法の開発と現地観測
　細根生産速度測定法を開発するため、34 年生ヒ
ノキ人工林に 6…m×16…m の調査区を設置し、36 地
点において、10…cm × 20…cm のナイロンメッシュ
フィルター（穴径 2…mm）を地中に垂直に埋設する。
約 1 年後と 2 年後に、それぞれ 18 地点を選定し試
料をサンプリングする。得られた試料から細根生産
速度を推定するために、二つの計算方法を検討する。
方法①：メッシュの表面の厚さ 1…cm の土壌ブロッ
クに含まれる細根のうち、メッシュを貫通している
根の重量から埋設期間中の細根生産速度を計算、方
法②：メッシュを貫通している根の数から生産され
た根の長さを推定し、ヒノキ細根の比根長（単位重
量当たりの長さ、12…mg－1）を用いて、重量として
の細根生産速度を算出する。
　これらの結果から開発された細根生産量を評価す
る手法を日本全国の 9 林分に適用し、細根から供給
される有機物量の実態を明らかにする。
　　ｂ　根株の分解速度評価のための測定法の開発
と現地観測
　分解速度の異なると予想される根株の地上部分と
地下部分それぞれに分けて評価する方法を開発する
ために、同一個体から地上部と地下部の試料を別々
に採取する方法を検討する。この方法を用いて全国
15 林分において根株の地上部分と地下部分の材密
度が異なるかどうかを検証する。
　（ウ）　積雪環境下の温室効果ガスの評価
　積雪環境下の温室効及び北海道羊ヶ丘の森林気象
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試験地において、冬期間も観測可能な観測機器を設
置し、積雪環境下での温室効果ガス観測を行う。冬
季の温室効果ガス観測データを解析し、温室効果ガ
ス発生吸収に対する積雪期間の影響をモデルにより
評価する。
　（エ）　ベイズ理論による GHGs 発生吸収モデル
の開発と全国評価
　全国の森林土壌における既存の CH4 吸収、N2O
発生データから CH4 吸収量と N2O 発生量の予測
モデルを構築する。CH4 フラックスの予測モデル
は、容積重（BD,…0－5…cm）、水分飽和度（WFPS,…
5…cm）、地温（T,…5…cm）の関数（Gas…flux ＝ f（BD）
×g（WFPS）×h（T））の 7 個のパラメータから構
築する。N2O フラックスの予測モデルは、CN 比

（CN,…0－5…cm）、水分飽和度（WFPS,…5…cm）、地温
（T,…5…cm）の関数（Gas…flux ＝ f（CN）×g（WFPS）
×h（T））の 7 個のパラメータから構築する。パラ
メータの決定には、ベイズ理論に基づくマルコフ連
鎖モンテカルロ法を用いる。
　（オ）　炭素・窒素循環モデルの開発
　（ア）で得られた炭素・窒素動態をとりまとめ、
統合的な炭素・窒素分解モデルを開発する。

　ウ　研究結果
　（ア）　植物遺体由来有機物による炭素・窒素分
解・固定メカニズムの解明
　　ａ　土壌中の成分別炭素量の把握
　0－5…cm の深さの土壌では各画分の土壌に占める
割合は、溶媒抽出成分、硫酸抽出成分＜熱水抽出成
分＜塩酸抽出成分＜残渣となり、リグニンを含む
とされる残渣成分が最も比率が高かった。これら
の割合は深さによって変化し、残渣が占める割合
は 0－5…cm 深さの土壌より 5…cm 以深の土壌の方が
小さく、逆に塩酸抽出画分の占める割合は 0－5…cm
深さの土壌より 5…cm 以深の土壌の方が大きくなっ
た。各抽出液中の糖の占める割合は、平均で 23%
であり、その他 77% がそれ以外の炭素化合物であ
ることが明らかになった。さらに、土壌 0－30…cm
の炭素量で比較すると、炭素蓄積量が大きくなるほ
ど糖、残渣及び抽出液中の炭素量が多く、炭素蓄積
量が多い土壌ほど残渣の占める割合が高かった。黒
色土と褐色森林土では残渣の占める割合が黒色土の
方が高かった。

　　ｂ　全国のリターフォール、堆積有機物、土壌
に関するデータベースの作成と解析
　我が国の落葉・落枝リターに関する文献約 320 件
を収集整理した。調査対象は、スギ林、ヒノキ林、
アカマツ林、ブナ林に関するものが多かった。その
うち窒素量まで分析している事例が全体の 5 分の 1
程度含まれており、それらの文献を用いて、リター
の分解過程において植生タイプが窒素動態に及ぼす
影響について解析を行った。
　A0 層及び窒素量における平均滞留時間（MRT

（yr）＝…A0 層及び窒素量における平均滞留時間
（MRT（yr）＝ A0 層中の量 / リターフォール中の
量）を比較した結果、リターの分解過程において窒
素は炭素に比べて滞留しやすいことが明らかになっ
た。その傾向は広葉樹とアカマツ林で顕著であった。
　リターフォール量は、スギ、ヒノキ、カラマツ林
において 30 年生くらいまでは林齢とともに増加す
る傾向が見られた。アカマツ林では暖かいほど減少
し、ブナ林では降水量が多いほど増加した。しかし、
ほとんどの森林タイプにおいてリターフォール量と
各気象条件（WI、降水量）の間には明瞭な関係が
見られなかった。
　堆積有機物量は、スギ、ヒノキ、カラマツ、アカ
マツ、クロマツ、常緑広葉樹林において、ある程度
の林齢（30 ～ 50 年くらい）に達するまでは増加傾
向にあった。ブナ林において、暖かいほど堆積有機
物量が増加し、ヒノキ林において、年降水量が多く
なるほど堆積有機物量は少なくなった。しかし、ほ
とんどの森林タイプにおいて堆積有機物量と各気象
条件（WI、降水量）の間には明瞭な関係がなかった。
　樹種にかかわらずリターフォールについては重量
に対して約 100 分の 1 前後の窒素が含まれていた

（CN 比で 50、図 112-1 左）。また、堆積有機物層で
は、重量が少ないときの窒素量は 100 分の 1 前後で
あるが、堆積有機物量が大きいほどその窒素含有量
の割合が大きくなる傾向が認められた（平均して
CN 比で 40、図 112-1 右）。
　データベースを用いて土壌中の CN 比を解析した
ところ、最表層土壌の CN 比は平均で 16 程度であ
り、土層が深くなるほど CN 比は低下する傾向に
あったが、ポドゾル土壌や泥炭土では深い土層にお
いても CN 比が低下せず、他の土壌型と比べて分解
様式が異なっていることが示唆された。黒色土や湿
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性褐色森林土では土壌深さに対する CN 比の変化率
が小さく、やはり他の土壌型と違う窒素動態をして
いると考えられた。また、標高と CN 比の関係を解
析した結果、標高が高い地点では CN 比が低下しな
い傾向が認められた。
　　ｃ　落葉分解試験による成分別分解係数の算出
　基本的には、窒素の不動化に寄与する成分は酸可
溶態窒素と酸不溶態窒素であったが、スギ落葉では
有機溶媒可溶態窒素にも窒素不動化への寄与が確認
された。窒素動態には樹種による特異性が認められ
た。落葉中の有機態炭素、有機態窒素の動きは全く
異なった。その結果、各形態別に Olson の指数式に
近似して求めた炭素、窒素の各分解係数にも差が認
められた。
　（イ）　細根・根株を通した有機物供給メカニズム
の解明
　　ａ　細根生産速度測定法の開発と現地観測
　ルートメッシュ法による細根生産速度の二つの計
算方法のうち、方法①で推定された細根生産速度

（直径 1…mm 未満）は、土壌の深さ 0－10…cm、10－
20…cm において、それぞれ 55 ± 8…g…m–2…y–1、19 ±
5…g…m–2…y–1 であった。これに対して、方法②により
得られた細根生産速度は 29 ± 5…g…m–2…y–1、8 ± 1…g…
m–2…y–1 であり、方法①と比べると小さい推定値が
得られた。土壌の深さによる細根生産速度の差異に
ついては、推定方法による違いは見られなかった。
また、ルートメッシュ設置後約 1 年後と約 2 年後で
はほぼ生産速度に違いが認められず、評価方法とし
ては 1 年間の設置後に回収・測定する方法で十分で

あると考えられた。
　細根の生産量を把握するために開発したルート
メッシュ法を用いて、全国 9 林分の細根生産量を測
定した。その結果、細根の生産量は 0.1 ～ 2.3…t…ha–1…
y–1 となり、場所による違いが大きかった。
　　ｂ　根株の分解速度評価のための測定法の開発
と現地観測
　分解が進んだ個体については切り出す前にビニー
ルシートを根の周囲に巻き材片が脱落しないように
固定する方法を用いることで、安定して根株試料を
採取することが可能になった。枯死根は枯死後数年
程度であればほぼ元の体積を維持した試料を採取す
ることができる硬さを維持していた。ただし、15
年を超えると一部材片の消失が認められる試料も存
在するため、採取時には細心の注意が必要であると
考えられた。この方法により全国 15 林分において
根株の地上部と地下部の分解について検証した。そ
の結果、粗大根の材密度のばらつきが大きいものの、
地上部分と粗大根の材密度はほぼ 1：1 の直線上に
散布した。
　（ウ）　積雪環境下の温室効果ガスの評価
　CO2 と CH4 の積雪期の観測値は、非積雪期のデー
タのみから推定した温度回帰式からの予測値に対し
て、フラックスが小さくなった（図 112-2）。非積雪
期のデータのみから推定した年間フラックスは積雪
期のデータも含めた回帰式から推定したものに比べ
て、CO2 発生量は 16 ～ 17% の過大評価、CH4 吸収
は 13 ～ 117% の過大評価、N2O はほとんど変わら
なかった。

図 112-1　リターフォール量（左）と堆積有機物量（右）に対する窒素量の関係
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　（エ）　ベイズ理論による GHGs 発生吸収モデル
の開発と全国評価
　CH4 吸収は容積重及び WFPS の増加に対して顕
著に低下したが、温度に対する感受性が低かった。
容積重の増加と WFPS の増加はともに土壌ガス拡
散係数を低下させる効果があり、CH4 吸収は主に大
気中から土壌への CH4 ガスの拡散に規定されてい
るという既往研究と一致する結果が得られた。最適
なパラメータを用いて計算した結果、モデル値と
観測値は R2 ＝ 0.58,…RMSE ＝ 29.3…µgC…m－2…h－1 と、
非常に良好な対応を示した。また、モデル推定は試
験地によるバイアスも無く良好に再現した。
　N2O 発生は CN 比の増加及び WFPS の低下に対
して顕著に低下した。Q10 は 3.4 となり、温度 10℃
の変化に対する N2O 発生の変化は 3 倍以上であり
温度に対する感受性が高かった。その結果、N2O
は CN 比の低い土壌において湿潤状態で高温の時に
大量に発生し、一方で、それらの要素が欠けた場合
には発生量が非常に小さくなることが明らかになっ
た。このことは観測結果から得られる、N2O 発生
が時空間的に高い不均一性を持っているという知
見と一致する。最適なパラメータを用いて計算し
た結果、モデル値と観測値は R2 ＝ 0.45,…RMSE ＝
5.65…µgN…m－2…h－1 と、良好な対応を示した。また、
モデル推定は試験地によるバイアスも無く良好に再
現した。さらに、構築したモデルを 1…km グリッド
で全国の森林に適用し、全国推定を試行した。また、
1980 年から 2009 年までの 30 年間について解析し
たところ、主に気温上昇の影響を受けて、全てのフ
ラックスが増加傾向にあることが明らかになった。
　（オ）　炭素・窒素循環モデルの開発
　土壌における炭素窒素動態モデルを課題第 1 編

第 2 章 4 の統合モデルに組み込み、将来予測を行っ
た。気候シナリオは MIROC の A1B シナリオを用
い、森林利用シナリオは S1（現状維持）、S2（温
存）、S3（振興）、S4（所有者意向）、S5（基本計画
シナリオ）の五つのシナリオを用いた。土壌 3 プー
ル（リター、枯死木、土壌 0－30…cm 深）の炭素蓄
積量は、2005 年時点で 2140…TgC となったが、全て
の森林利用シナリオにおいて増加傾向を示し、2050
年時点で特に S4（所有者意向）シナリオで最大と
なり（2220…TgC）、S3（振興）シナリオで最低と
なった（2150…TgC）（図 112-3）。また日本の森林土
壌の窒素蓄積量は 119…TgN（0－30…cm 深）と推定
された。

　エ　考　察
　（ア）　植物遺体由来有機物による炭素・窒素分
解・固定メカニズムの解明
　土壌中の成分別炭素量の測定結果から、モデル上
では炭素蓄積量を指標として各画分の初期値を設定
してもよいと考えられる。これにより、実測可能な
プールを元にした炭素モデルの作成が可能になると
考えられる。
　樹種にかかわらずリターフォールについては重
量に対して約 100 分の 1 前後の窒素が含まれるこ
と、堆積有機物層では、重量が少ないときの窒素量
は 100 分の 1 前後であるが、堆積有機物量が大きい
ほどその窒素含有量の割合が大きくなる傾向が認め
られたこと、さらに土壌中での CN 比は 16 程度で
あったことなどから、これらの CN 比をモデルの制
約条件として使用するのがよいと考えられた。
　（イ）　細根・根株を通した有機物供給メカニズム
の解明

0
50

100
150
200
250

0
20
40
60
80

100

0 10 20

0

2

4

6

0 10 200 10 20

CO
2

em
iss

io
n

(u
gC

/m
2 /

h)

CH
4

up
ta

ke
(u

gC
/m

2 /
h)

N
2O

em
iss

io
n

(u
gN

/m
2 /

h)

土壌温度（℃）

CO2 CH4（吸収） N2O 積雪期
非積雪期

積雪影響
ほとんどなし

積雪期に
明瞭な減少

融雪期に
放出傾向あり

図 112-2　積雪期と非積雪期の各ガスフラックス

─ 22 ─



　今回開発したルートメッシュ法の結果は過去の報
告例よりも小さく、今後も本測定法の妥当性を検証
していく必要があると考えられた。また、根株の分
解に関しては、地下部分（粗大根）の材密度のばら
つきが大きいものの、地上部分と粗大根の材密度は
ほぼ 1：1 の直線上に散布していたため、粗大根の
材密度は地上部分の材密度と同等と考えてよいと考
えられた。
　（ウ）　積雪環境下の温室効果ガスの評価
　CH4 フラックスに対する積雪の影響が特に大きい
ことから、年間 CH4 フラックス推定において積雪
期の CH4 フラックス変化を考慮した評価が重要で
あると考えられる。積雪モデルを組み込むことによ
り、本研究ではこれらの評価が可能になった。
　（エ）　ベイズ理論による GHGs 発生吸収モデル
の開発と全国評価
　本研究で構築したモデルは非常に単純な構造をし
ているにもかかわらず、植生や土壌の異なる幅広い
試験地に対して高い適応性を示しており、試験地
ベースでは CH4 吸収と N2O 生成を精度良く予測で
きるモデルの構築に成功した。作成したモデルを使
用して、将来予測のシナリオに沿って、日本の森林
土壌における CO2 放出、メタン吸収、N2O 放出の
将来予測を行った。MIROC モデルの A1B（エネル
ギー源バランス型）、B1（持続的発展型）排出シナ
リオそれぞれ 8 モデル（MIROC も含む）による気
候予測を使用した。その結果、MIROC の A1B シ
ナリオでは CO2、N2O 放出量は 2100 年まで増大を
続けるが、メタン吸収量は 2050 年頃まで増大した
後、大気中メタン濃度の低下により減少傾向に移行

することが予測された。B1 シナリオでは A1B シナ
リオに比べて吸排出量の増加が小さい、メタンは他
の二つのガスに比べて気候モデルによる差の影響が
小さいが排出シナリオ間の差が大きい、メタンにお
いては A1B シナリオの時よりも 20 － 30 年近く早
く減少傾向に移ることなどが明らかになった。CO2

放出、CH4 吸収、N2O 放出量はそれぞれ、2090－
2099 年において A1B シナリオでは 2000－2009 年
比＋ 15，＋ 17，＋ 24% となり、B1 シナリオでは
＋ 9，－6，＋ 13% となった。

　オ　今後の課題
　（ア）　植物遺体由来有機物による炭素・窒素分
解・固定メカニズムの解明
　炭素動態モデルに組み込むべき炭素プールの実測
については、欧米でも盛んに研究が行われており、
今後も最適な定量方法について探索していく必要が
ある。リターフォールや堆積有機物の窒素動態につ
いては、データ数があまり多くなく今後の研究に
よってデータベースを充実させていく必要があると
考えられた。
　（イ）　細根・根株を通した有機物供給メカニズム
の解明
　細根の測定例が多くなく測定例を増やしていく必
要がある。また今回適用したルートメッシュ法が他
の測定法によって得られる方法と慎重に比較する必
要がある。
　（ウ）　ベイズ理論による GHGs 発生吸収モデル
の開発と全国評価
　今回行った予測が、実際の観測地として得られる

図 112-3　土壌 3 プール合計の炭素蓄積量予測
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のかを検証していく必要がある。
　（エ）　炭素・窒素循環モデルの開発
　統合モデルに土壌炭素モデルを結合したが、統合
モデルからの土壌炭素動態の出力値についての検証
作業がほとんど行われておらず、これらを検証して
いく必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　植物遺体由来有機物による炭素・窒素分
解・固定メカニズムの解明
　土壌中の成分別炭素量の測定結果から、実測可能
なプールを元にした炭素モデルの作成が可能になる
と考えられた。CN 比をリターフォールについては
50、堆積有機物層では 40、土壌では 16 と設定する
ことが適当と考えられた。
　（イ）　細根・根株を通した有機物供給メカニズム
の解明
　1 年間の観測で結果が得られるルートメッシュ法
を開発し、細根の生産量は 0.1 ～ 2.3…t…ha－1…y－1 の結
果を得た。根株の粗大根の分解は根株の地上部の分
解と同じと考えて良い。
　（ウ）　積雪環境下の温室効果ガスの評価
　CH4 フラックスに対する積雪の影響が特に大きく、
これを組み込んだ評価が可能になった。
　（エ）　ベイズ理論による GHGs 発生吸収モデル
の開発と全国評価
　七つのパラメータを使って、CH4 と N2O の予測
モデルを開発し、全国発生量マップを作成した。
　（オ）　炭素・窒素循環モデルの開発
　土壌における炭素窒素動態モデルを第 1 編第 2 章
4 の統合モデルに組み込み、将来予測を行った。シ
ナリオ毎に予測された土壌炭素量は異なった。

　研究担当者（石塚成宏＊、橋本昌司、平井敬三、
阪田匡司、野口享太郎、長倉淳子、橋本　徹、小野賢
二、谷川東子、酒井寿夫、森下智陽、重永英年、酒井
佳美、三浦　覚）

３　リモートセンシングと地上観測による林分
構造の広域的評価手法の開発
　ア　研究目的
　京都議定書の第 1 約束期間後の枠組み形成に向け

て、森林の炭素吸収量を国ごとに隈無く（wall… to…
wall）評価することが議論されているが、森林の炭
素固定能力は樹種や発達段階によって異なることか
ら、広域で林分構造（種組成やサイズ構造）をマッ
ピングすることが重要になる。
　これまで MODIS 衛星データ（500…m 分解能）を
用いて 4 区分の森林タイプ図を作成する手法を開発
した 1）が、炭素収支を推定するには、より高分解
能の衛星データでマッピングする必要がある。ま
た、すでに 4…km 間隔の森林資源モニタリング調査

（FRMS）による点情報と森林簿の面情報を利用し
て林木のサイズ構造のメッシュ図を作成する手法を
開発した 2）が、森林簿は直接的な観測に基づいて
随時更新されていくデータではないため、定期的に
更新されるリモートセンシングデータを利用したサ
イズ構造の推定手法を開発する必要がある。本課題
ではデータ蓄積が豊富にある中空間分解能衛星デー
タ（約 30…m 分解能）を用いた広域森林タイプ図作
成手法の開発及びリモートセンシングと地上観測を
併用したサイズ構造の推定手法の開発を目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　中空間分解能衛星データによる広域森林タ
イプ図作成手法の開発
　中空間分解能衛星データ（約 30…m 分解能）を用
いた広域森林タイプ図の作成手法を開発した。開発
した手法によって、日本全国を対象とした 4 区分

（常緑針葉樹・落葉針葉樹・常緑広葉樹・落葉広葉
樹）の広域森林タイプ図を作成した。
　まず、2000 年前後の日本全国のランドサット画
像（約 41 シーン×多時期）を整備した。次に、森
林資源モニタリング調査の第 1 期（1999 年度～
2003 年度）に取得された FRMS データについて、
プロットごとに林分構成値を集計し、優占種構成
法 3）に基づいて森林タイプを区分した。これらの
衛星データと FRMS データを空間的に結合し、統
合データセットを整備した。さらに、統合データ
セットを用いて、複数の分類手法により森林タイ
プ分類を試行し、分類精度の高い手法を探索した。
最後に、適切であると判断された分類手法を用い
て、全国森林タイプ図を作成した。なお、全ての
FRMS データのうち、90% を全国森林タイプ図の
作成に用い、残りの 10% のデータによって全国森
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林タイプ図を検証した。また、空中写真を利用して
プロット周囲の土地被覆を判読し、プロットとその
周囲の土地被覆が異なる場合やプロットが林分の
エッジに位置している場合には、ランドサット画像
と地上プロットの位置ズレの影響を回避するために
統合データセットから除外した。
　（イ）　リモートセンシングと地上観測に基づく林
分構造の広域推定手法の開発及び林分成長の広域評
価
　リモートセンシングと地上観測を併用したサイズ
構造推定手法を開発した。また、地上調査の実測値
に基づいて、日本全国を対象として林分成長を評価
した。
　上記の統合データセットを用いて、東北・四国西
部・九州地域を対象として、k-NN 法 4）によって林
分材積を広域推定し（手法 1）、推定精度を評価し
た。また、東北地域や四国西部地域において、低密
度の航空機 LiDAR データと地上調査データを用い
て林分材積を広域推定し（手法 2）、推定精度を評
価した。さらに、四国西部地域を対象として、低密
度 LiDAR による林分材積図を教師データとしてラ
ンドサット画像から林分材積を広域推定し（手法 3）、
推定精度を評価した。
　秋田県の一部において、手法 1 によって作成した
林分材積図と手法 3 によって作成した林分材積図を
比較した。
　第一期及び第二期（2004 年度～ 2009 年度）の
FRMS データから得られた、主要針葉樹種林の上

層樹高と林齢の関係に成長曲線をあてはめ、地域ご
とに、成長曲線のパラメータを推定した。推定した
パラメータを用いて、成長傾向を樹種間・地域間で
比較した。

　ウ　研究結果
　（ア）　中空間分解能衛星データによる広域森林タ
イプ図作成手法の開発
　複数の分類手法によって森林タイプ分類を試行
し、分類精度の高い手法を探索した。その結果、地
上観測データが十分な場合にはサポートベクター
マシン法（教師付き分類）5）を、不十分な場合には
ISODATA 法（教師無し分類）6）を用いて森林タイ
プ図を作成することが適切であると考えられた。日
本全国を 15 区域に区分し、その区域ごとにサポー
トベクターマシン法と ISODATA 法を使い分け、
全国森林タイプ図を作成した（図 113-1）。
　森林タイプ図の作成に用いなかった FRMS デー
タを使って、完成した森林タイプ図を検証した（表
113-1）。その結果、4 区分の作成者精度と利用者精
度は、それぞれ、50.0 ～ 86.1% と 78.7 ～ 85.7% で
あった。全体の正解率と一致度は、88.4% と 0.83 で
あった。
　（イ）　リモートセンシングと地上観測に基づく林
分構造の広域推定手法の開発及び林分成長の広域評
価
　手法 1 によって、東北・四国西部・九州地域に
おいて、林分材積を広域推定した。九州地域の広

図 113-1　全国森林タイプ図
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域林分材積図を図 113-2 に例示する。手法 1 におけ
る RMS 誤差（m3/ha）は、手法 1 で 190（四国西
部）・150 ～ 160（九州）・123 ～ 135（東北）であっ
た。手法 2 における RMS 誤差は 70 ～ 110（四国西
部）・78（青森）・90（秋田）であった。手法 3 にお
ける RMS 誤差（m3/ha）は 130（四国西部）であっ
た。
　ランドサット画像から推定した林分材積図と
LiDAR データから推定した林分材積図を比較した
ところ（図 113-3）、30…m メッシュサイズでは両推
定値は大きくばらついていたが、メッシュサイズを
大きくすると、両推定値の散布図は 1：1 の直線に
近づいた。
　全国のスギ林・ヒノキ林・カラマツ林を対象に、

2 時期の FRMS から得られた上層樹高と林齢の関
係にミッチャーリッヒ曲線をあてはめ、樹種・地域
ごとに、二つの成長パラメータ M と K を推定した。
同一プロットから得た二つのデータは独立ではない
ので、推定には混合効果モデルを用いた。成長パラ
メータを樹種・地域間で比較したところ、パラメー
タ M には種間差があり、二つのグループ間（スギ・
カラマツとヒノキ）で差異が認められた。しかし、
パラメータ K には種間差が認められなかった。ス
ギでは、パラメータ K に比較的明瞭な地理的パター
ンが認められ、日本海側の地域で小さい値を示した
が、ヒノキ・カラマツでは明瞭な地理的パターンは
認められなかった。
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森林タイプ図のクラス

常緑針葉 常緑広葉 落葉針葉 落葉広葉 非森林

常緑針葉 185 9 1 16 5
常緑広葉 119
落葉針葉 12 2
落葉広葉 94711172
非森林 40353
作成者精度(％) 86.1 50.0 50.0 87.9 95.3
利用者精度(％) 85.7 81.8 85.7 78.7 97.4
正解率(％) 88.4
一致度(カッパ係数) 0.83

地上観測データのクラス

図 113-2　九州地域の林分材積推定図 図 113-3�　LiDAR データとランドサット画像データか
ら推定した林分材積の比較

表 113-1　全国森林タイプ図の評価
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　エ　考　察
　（ア）　中空間分解能衛星データによる広域森林タ
イプ図作成手法の開発
　作成した森林タイプ図（図 113-1）の精度評価結
果（表 113-1）によると、常緑広葉樹と落葉針葉樹
については、検証データ側からみた作成者精度が低
かった。しかしながら分類結果側からみた利用者精
度は全クラスについて概ね良好であり、全体の正解
率と一致度も高かった。これらのことから、全国森
林タイプ図は統合モデルによる全国規模での炭素収
支計算をする上で十分な精度を有していると考えら
れた。
　（イ）　リモートセンシングと地上観測に基づく林
分構造の広域推定手法の開発及び林分成長の広域評
価
　本課題で検討した林分材積の広域推定手法は、地
上観測データを教師としてランドサット画像から推
定する方法（手法 1）、地上観測データを教師とし
て低密度 LiDAR データから推定する方法（手法 2）
及び低密度 LiDAR による林分材積図を教師データ
としてランドサット画像から推定する方法（方法 3）
である。林分材積の広域推定図を作成しようとした
場合、対象面積が同じであれば、データの取得にか
かる費用は、手法 1 ＜手法 3 ＜手法 2 の順に多くな
る。本課題の検討結果では、推定精度は手法 1 で最
も低く、手法 2 で最も高い。本課題では、主として、
手法 1 を採用し、林分材積の広域推定図を作成した

（図 113-2）。この方法については、作成にかかるコ
ストは他の手法よりも低いが、ピクセルレベルでの
推定精度も低いといえる。
　手法 1 による広域推定の妥当性を確認するために、
秋田県の一部地域において、手法 1 と手法 3 によっ
て推定した林分材積図を比較した。比較結果（図
113-3）によると、手法 1 は、ピクセルレベルでの
推定精度は低いが、評価メッシュサイズが大きくな
れば推定精度が高くなると推察できる。また、同様
の比較解析を四国西部地域で実施したところ、秋田
の事例と似た傾向を示した。
　以上より、手法 1 については、ピクセルレベルで
の推定精度は高くないが、1…km メッシュレベルで
の推定精度は比較的良好であり、国レベル・地域レ
ベルでの林分材積の広域推定に利用できると考えら
れる。

　2 時期の FRMS から得られた上層樹高と林齢の
関係を解析して、種間差や地域差を把握した結果は、
第一期のみの FRMS データを分析した結果 2）とお
おむね一致していた。また、定性的に得られた既存
の知見 7）ともおおむね一致していることから、本
課題で得られた成長傾向に関する知見の信頼性は高
いと考える。

　オ　今後の課題
　（ア）　中空間分解能衛星データによる広域森林タ
イプ図作成手法の開発
　本課題では 1999 年度～ 2003 年度を対象にランド
サット画像と FRMS データを利用し、日本全国に
適用可能な森林タイプ図の作成手法を開発した。現
在、ランドサット衛星は 8 号が運用中であり、また
FRMS は森林生態系多様性基礎調査として継続的
に調査されている。これらのデータと本課題で開発
した手法によって広域の情報を効率的に更新してい
くことが課題である。
　森林の炭素吸収量の国際的な報告については、今
後、その資料として森林分布図が必要とされる可能
性がある。そのため、将来的に林野庁等において本
手法と効率的なデータ更新の仕組みが導入され、気
候変動枠組み条約報告など、日本の森林の炭素吸収
量報告へ利用されることが期待される。
　（イ）　リモートセンシングと地上観測に基づく林
分構造の広域推定手法の開発及び林分成長の広域評
価
　本課題では、主として、30…m 分解能の衛星デー
タを用いて、林分材積図を作成し、1…km メッシュ
レベルでの推定精度は比較的良好であることを示し
た。より詳細なメッシュサイズで林分材積を推定し
たい場合には、LiDAR データやデジタル空中写真
データ等の分解能の高い詳細なデータの活用が期待
される。これらの詳細データの活用が今後の発展の
方向性の一つである。

　カ　要　約
　（ア）　中空間分解能衛星データによる広域森林タ
イプ図作成手法の開発
　中空間分解能衛星データ（約 30…m 分解能）を用
いた広域森林タイプ図の作成手法を開発し、日本全
国を対象として、広域森林タイプ図を作成した。完
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成したタイプ図の評価を行い、十分な精度を有して
いることを確認した。
　（イ）　リモートセンシングと地上観測に基づく林
分構造の広域推定手法の開発及び林分成長の広域評
価
　リモートセンシングと地上観測を併用した林分材
積の広域推定手法を検討した。各推定手法の特徴を、
コストと精度の観点から比較・整理した。また、地
上調査の実測値に基づいて、日本全国を対象として
林分成長を評価し、主要な針葉樹種における成長の
樹種間差と地域差を明らかにした。

　キ　引用文献
… 1）齋藤英樹・粟屋善雄・高橋與明・田中真哉（2011）

広域森林タイプ図の作成手法の開発．農林水産技
術会議編，地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響
評価と緩和及び適応技術の開発．研究成果 483：
65-69．

… 2）家原敏郎・西園朋広・石橋聡・田中邦宏・…
細田和男（2011）森林資源調査データによる林分
構造の広域モニタリング手法の開発．農林水産技
術会議編，地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響
評価と緩和及び適応技術の開発．483：69-73．

… 3）… Ohsawa…M.…（1984）…Differentiation…of…vegetation…
zones… and… species… strategies… in… the… subalpine…
region…of…Mt.…Fuji.…Vegetatio…57:…15-52.

… 4）… Kajisa…T.,…Murakami…T.,…Mizoue…N.,…Kitahara…
F.… and…Yoshida…S.…（2008）…Estimation… of… stand…
volumes…using…the…k-nearest…neighbors…method…in…
Kyushu,…Japan.…J.…For.…Res.…13:…249-254.

… 5）… Mountrakis…G.,… Im… J.… and…Ogole…C.…（2011）…
Support…vector…machines… in…remote…sensing:…A…
review.… ISPRS…J.…Photogramm.…Remote…Sens.…66

（3）:…247-259.
… 6）… Ball… G.H.… and…Hall…D.J.…（1965）… ISODATA,…

A…novel…method…of… data… analysis… and…pattern…
classification.… Technical… Report,… Stanford…
Research…Institute,…Menlo…Park,…CA,…pp.…1-79.

… 7）… 大友栄松（1983）スギ林成長の特性－樹種間比
較．全国林業改良普及協会編，新版スギのすべて．
全国林業改良普及協会，東京．pp.486-501.

　研究担当者（家原敏郎、西園朋広＊、齋藤英樹、

田中真哉、小谷英司、北原文章、高橋與明）

４　木材伐採・更新と木材利用に係る炭素収支
シミュレーションモデルの開発
　ア　研究目的
　森林資源及び伐採・更新、木材利用の現状と、将
来の森林の齢級変化、所有者意向、政府計画、木材
利用の可能性などをふまえて「統合モデルの開発と
将来予測に基づく温暖化施策のベストミックス提
案」で比較検討すべき各種シナリオを提示する。そ
れとともに各種シナリオに基づいて、木材輸送・加
工と他材料代替・炭素貯蔵による排出・削減量を定
量的にシミュレーション可能なモデルを開発し、構
造物等に関して木材代替を促進した場合や各種木材
利用に係る CO2 排出削減効果を 2050 年まで推計す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　実態と意向調査に基づく森林伐採率・更新
方法決定メカニズムの解明
　　ａ　都道府県別、民有・国有別、主要樹種群別
の初期時点における林齢別面積分布と素材生産量の
統計値及び都道府県に対する間伐材生産量に関する
聞き取り結果に基づいて、主伐・間伐別素材生産量
を推定した。その推定値から、初期時点における間
伐対象木の利用率と、主伐面積を推定した。さらに
推定された主伐面積と樹種別造林面積との関係から
都道府県別、樹種別再造林率を推定した。
　　ｂ　上記の方法による主伐面積推定の妥当性を
検証するとともに、より信頼性の高い伐採面積推定
の可能性を探るために、全国の 500…m 格子点の空
中写真及び高解像度衛星画像判読結果を用いて、森
林の都道府県別、立地区分別伐採率の推定を試みた。
また、全国の 4…km 格子点の森林資源モニタリング
の第 1 期（1999 年～ 2003 年）と第 2 期（2004 年～
2008 年）のデータに基づいて伐採率実績を推定した。
　　ｃ　都道府県による伐採照査データが比較的素
材生産量統計と整合している 22 県の伐採照査によ
る齢級別伐採率と、全都道府県で得られる森林・林
業関係の統計値を用いて、クラスタリングにより全
国の都道府県の齢級別伐採率を推定した。
　　ｄ　先行プロジェクトとあわせて、8 道県の 12
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森林組合の組合員を対象に、将来の伐採と造林に関
する意向調査を郵送法により行った。
　（イ）　原木・製品別林産物輸入動向の解明と将来
推計
　過去の林産物消費量の変動に対する国産材生産量
と輸入量の変動関係、世界の木材需給動向及び輸入
量に占める丸太と製品の比率の動向を分析した。
　（ウ）　計画的伐採・更新シミュレーションモデル
の開発
　近年の丸太生産量、森林齢級構成、政府の森林・
林業基本計画や全国森林計画及び森林所有者の意向
調査に対する回答や木材需要の動向に関する情報を
活用して、都道府県別の将来の伐採量、資源量変化
の可能性を 2050 年までの期間についてシミュレー
ションするために、伐採量や造林面積などが少ない
ものから大きいものまで、五つの異なるシナリオを
作成した（表 114-1）。
　（エ）　「森林・林業基本計画」により試算されて
いる 2020 年の製材・合板・チップの需要量及び林
業モデルによる五つのシナリオ別の 2050 年までの
国産材供給データ、素材・製品の需要データに対し
て、船舶・鉄道の利用やトラックの大型化による
モーダルシフト及び素材・製品の調達範囲の縮小化
を考慮した輸送過程炭素排出量を推計した。

　（オ）　将来の新規敷設ガードレール量を推計し、
ビーム部を鋼製から木製に代替した場合の CO2 排
出削減効果を推計した。遮音壁、護岸、砂防・治山
ダムに関して、我が国における設置状況の調査と、
木製と他素材で製造された場合の CO2 削減効果を
概算した。建築部門に関して、産業連関表の逆行
列係数表及び建設部門分析用産業連関表からの CO2

排出量と、列部門別品目別国内生産額表からの生産
者単価より、2005 年の構造別用途別建築物の単位
床面積当たりの CO2 排出原単位を推計した。
　（カ）　各地域における国産・輸入別の素材、製材、
合板、チップの木材製品利用（建築・土木・家具・
紙）とエネルギー利用（林地残材・加工残材・使用
済み廃木材）に関する木材フロー・ストックとその
炭素収支をモデル化し、複数の将来シナリオによる
CO2 削減効果（炭素貯蔵、省エネルギー、化石燃料
代替）を評価した。将来シナリオは、国内素材生
産・木材製品利用・エネルギー利用に関する五つの
シナリオ（温存・現状維持、現状・現状維持、緩伐
採増加・緩推進、基本計画・積極的推進、所有者意
向・積極的推進）を検討した。（表 114-1）

　ウ　研究結果
　（ア）　実態と意向調査に基づく森林伐採率・更新

シナリオ

名

林業の指標 木材利用の指標

主伐面積・素材生産量 再造林面積・率 新品種利用 建築・家具 土木

資源温存

（現状維

持）

現状面積から減少  
現状造林面積と主伐

面積の小さい方  
無  

現状木造・木製

率（ 35％）  

現状利用量  

100 万ｍ３

現状（現状

維持）
現状面積  現状造林面積  

無  現状木造・木製

率（ 35％）  

現状利用量  

100 万ｍ３

緩やかな

伐採増加

（緩推進）

2050 年までに 2 倍以上

（ 200 年生までに人工林

資源フル活用のペース）  

現状率（平均 6 割台） 無  

2050 年までに木

造・木製率 50％  

2050 年までに

利用量 300 万 m3

基本計画

(積極的推

進 )

2020 年素材生産量 3900

万 m3、 2030 年 5000 万 m3

主伐大幅増、間伐材利用

大幅増、伐捨間伐大幅減  

上昇  

2010 年： 24 千 ha

2030 年まで平均 63

千 ha／年  

2050 年まで

に 70％に増

加  

2050 年までに木

造・木製率 70％  

2050 年までに

利用量 600 万 m3

所有者意

向（積極的

推進）

人工林は 2011-2030 年に

15-30％  

2031-2050 年に 25-30％  

カラマツ７割、  

スギ・ヒノキ５割程

度  

無  

2050 年までに木

造・木製率 70％  

2050 年までに

利用量 600 万 m3

表 114-1　五つの林業・木材利用シナリオ

シナリオ名の（…）内は木材利用に関するもの…
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方法決定メカニズムの解明
　　ａ　都道府県別、民有・国有別、スギ・ヒノ
キ・カラマツ別の初期時点（2005 年）における林
齢別面積分布と主伐・間伐別素材生産量推定値から、
都道府県別、民有・国有別、スギ・ヒノキ・カラマ
ツ別に間伐対象木の利用率と主伐面積を推定した。
多くの都道府県で直接的に林齢別の伐採面積を示す
信頼できるデータが存在しないので、素材生産量と
都道府県担当者から聞き取った推定間伐材生産量か
ら主伐材生産量を推定し、その推定値と、伐採開始
林齢または伐採終了林齢及び異なる林齢別伐採率の
相互関係に関しての仮定条件のもとで得られる林齢
別伐採率の分布を推計した。仮定の代表例は以下の
三つである。
　　（ａ）　41 年生以上、あるいは 51 年生以上を皆
伐対象として、それ以上の林齢では伐採率が等しい
と仮定したときの伐採対象林齢の林分の都道府県別、
樹種別伐採率を計算した。高い例では 1% 以上（北
海道カラマツ、宮崎・大分スギ等）、低い例では 0
だった。
　　（ｂ）　36 年生以上を皆伐対象として、伐採開
始林齢から伐採終了林齢まで毎年等面積ずつ伐採さ
れるものと仮定したときの都道府県別、樹種別、林
齢別伐採率を計算した。北海道カラマツでは 92 年
生、宮崎スギでは 110 年生までで伐採を終える計算
になった。一方、多くの都府県では 200 年生を超え
ても伐採が完了しない結果となった。
　　（ｃ）　上記の（b）で 200 年生までに伐採が完
了しない結果になった場合には、初期時点の素材生
産量報告値と釣り合うように皆伐開始林齢を遅らせ
ながら 200 年生までで伐採が完了するような、都道
府県別、樹種別、皆伐開始林齢と林齢別伐採率を計
算した。その結果得られた皆伐開始林齢は非常に多
様だった。これを後述の伐採増加シナリオに採用し
た。
　上記の計算によって推定された都道府県別、民
有・国有別、スギ・ヒノキ・カラマツ別の主伐面積
と、実績値として報告されている造林面積の関係を
分析し、それぞれの再造林率を推定した。スギの造
林面積は推定皆伐面積の半分以下で、ヒノキの造林
面積は推定皆伐面積より大きい。カラマツの造林面
積は推定皆伐面積の半分あまりと推定された。しか
し、その後、2010 年代に入るとヒノキの造林面積

が縮小して、全国的にヒノキ人工林の面積拡大も止
まったと判断された。そのため造林のシナリオにお
いて、人工林樹種の転換は想定せず、人工林の再造
林をする場合には前生樹と同じ樹種を用いる設定と
した。
　　ｂ　全国の 500…m ごとの格子点上にある森林

（92 万点あまり）について、空中写真及び高解像
度衛星 SPOT の画像判読データから、1990 年から
2005 年への変化と 1990 年から 2007 年への変化の 2
組の判読結果を用いて、2005 年から 2007 年までの
2 年間に伐採されたかどうかを判断し、2005 年から
2007 年までの都道府県別、立地区分別の伐採率実
績の推定を試みた。判読結果の一部に矛盾があった
ので精度に問題があるが、一つの解釈では全国平均
の皆伐面積率は年 0.11% 程度と推定された。傾斜が
20 度以上の森林の伐採率は 20 度以下の森林の半分
以下（表 114-2）で、道路密度が 1500…m/km2 以下
の森林の伐採率は 5000…m/km2 以上の森林の伐採率
の 1/10 程度と推定された。またここで推定された
伐採面積率と林班情報から皆伐材積の推定を試みた。
伐採プロットを含む各林班の内、蓄積が最大の部分
が伐採されて、その 75% が丸太生産されたとする
と、皆伐による生産量は 1025 万 m3 と推定された。
これは 2006 年の素材生産量全体の 62% に相当する。
　また、森林資源モニタリングデータ（4…km 格子
点）による主伐・間伐動向の検討も行った。第 1 期

（1999 ～ 2003 年）から第 2 期（2004 ～ 2008 年）ま
での 5 年間で、該当プロット数のカウントから、皆
伐面積は年 0.14%（36 千 ha）、択伐面積は年 0.15%

（38 千 ha）、間伐面積は年 1.06%（272 千 ha）程度
と計算された。伐採にともなう素材生産量を、皆
伐：200…m3/ha、択伐：100…m3/ha、間伐：20…m3/ha
と仮定すると、上記の面積では 16.5 百万 m3/ 年と
なり、この期間の素材生産量の統計値と近い。皆伐
プロット数は 113 であり、全国レベルの総伐採率を
推定するには十分な数であるが、都道府県別などの
分析には十分でない。
　　ｃ　都道府県では伐採照査を行って、民有林の
伐採の実態を把握することになっているが、必ずし
も十分な調査が行われていない都道府県が増えてい
る。そこで、Hiroshima（2011a、2011b）の研究で
は伐採照査データから推定される素材生産量と統計
上の素材生産量を比較して、比較的整合している県
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の伐採照査による齢級別伐採率を用いて、全国の都
道府県の齢級別伐採率を推定する手法を開発した。
クラスター分析を行い、22 県の伐採率分布を三つ
のカテゴリに分類し、各カテゴリを代表する伐採率
分布を推定した。次に全都道府県について、平均齢
級、保続可能伐採面積、素材生産量、人口、森林率、
林業労働者数、人工林面積を求め、クラスタリング
した 22 県の 1、2、3 のカテゴリに対応するこれら
の変数の組み合わせを判別分析により推定し、47
の県の伐採率カテゴリを推定するという手法である。
モデルによる樹種別素材生産量の推計値を木材需給
報告書の統計値と比較したところ、比較的良好な結
果が得られた。
　　ｄ　アンケート調査により、森林所有者の伐
採・造林意向を分析した。福島県東白川郡では最近
主伐を行っている森林所有者は少ないが、将来 40
年後までに最近 3 年間の実績と比べて一年当たり 2
倍以上の伐採を考えていた。再造林意欲は秋田県の
事例と同様に、九州や北海道と比べて低かった。岩
手葛巻ではカラマツが多く、伐採・再造林意欲が高
かった。北海道胆振地方では最近の伐採の実績が多
く、将来の伐採にも非常に積極的な回答が得られた。
群馬県渋川広域森林組合では、これまで木材生産が

不活発だったが、将来の意向としては伐採したいと
いう回答が多かった。地方により差があるが、おお
むね今後 20 年、40 年の間には伐採を現在の 2 倍以
上に増やして、2050 年ごろまでには現在の人工林
の半分以上を主伐したいという回答結果が得られて
いる。カラマツ地帯ではとくに伐採・造林意欲が高
いことがわかった。伐採後に再造林するつもりの面
積はカラマツ地帯で約 7 割、熊本・宮崎で 6 ～ 7 割、
東北スギ地帯で 5 割程度と答えている（表 114-3）。
しかし伐採のための価格条件に関する回答と現実の
価格を考慮すると、現実の価格よりもかなり高い価
格水準で伐採したいという回答がスギ・ヒノキにつ
いては大部分であった（表 114-4）。
　（イ）　過去の林産物需要の変動に対する国産材生
産量と輸入量の変動関係を分析したところ、国内需
要の増減に対して、国産材の供給は非弾力的である
のに対して、外材の供給は弾力的であることが確認
された。世界の木材需給動向については、中国をは
じめ新興国で林産物消費が大幅に増加している一方、
アメリカや日本など旧来の大消費国では消費が停滞
傾向にあることや、世界的な人工林面積の拡大によ
る木材供給力の拡大が認められた。将来的には国内
外の需給バランス変化の関係で木材自給率が高まる

20 年 以 内  21 -40 年 後  41 年 後 以 降 皆 伐 し な い 再 造 林 す る

つ も り

ス ギ 31% 31% 19% 19% 53% 
ヒ ノ キ 24% 32% 24% 20% 53% 
カ ラ マ ツ 52% 30% 12% 6% 68% 
人 工 林 計 32% 31% 19% 18% 54% 

表 114-2　500…m 格子点の判読による地方別・傾斜区分別伐採率（年当たり %）2005–2007 年

表 114-3　森林所有者の伐採したい時期と再造林するつもりの率（諸県回答者累計平均）
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ことが期待されるが、不足分の輸入は当分可能と推
測されるので、各シナリオにおいては、木材需要と
国産材供給の差を外材の輸入で埋めるものとした。
また、林産物輸入量に占める丸太と製品の比率の過
去の動向を分析した結果、丸太の比率がおおむね一
定の率で低下する傾向が認められたので、将来のシ
ナリオにおいても、製材・合板・チップの用途別輸
入材に占める丸太の比率は過去と同様の率で低下す
るものとした。
　（ウ）　上記の（ア）－ａの結果を用いて初期値を
設定し、近年の丸太生産量、齢級構成、政府の森
林・林業基本計画及び森林所有者の意向調査に対す
る回答や木材需要の動向に関する情報を活用して、
都道府県別の将来の伐採量、資源量変化の可能性
を 2050 年までの期間についてシミュレーションす
るために、伐採量や造林面積などが少ないものから
大きいものまで、五つの異なるシナリオを作成した。
各シナリオにおいて素材生産量及び造林面積につい
ては 2011 年までの実績値を統合モデルに提供した。
スギ、ヒノキ、カラマツの 3 樹種を基礎にモデルを
作成し、その他針葉樹や、広葉樹の伐採面積につい
ては、基礎データが乏しいので、スギと同様の変化
率で推移するものと仮定した。
　五つのシナリオについては伐採量の少ない順に以
下のとおりである。
　　ａ　資源温存シナリオにおいては（ア）－ａ－

（ａ）のように 41 年生以上を皆伐対象として、それ
以上の林齢での伐採率を同一とするが、木造率及び
木材自給率一定の仮定の下で、国内の人口減少に伴
う木材需要の減少率と同じ率で国産材生産量が減少

するのもとした。
　　ｂ　伐採面積現状維持シナリオでは、資源温存
シナリオと同じ生産量を出発点として、資源の齢級
構成や木材需要が変化しても、人工林総面積に対
して主伐面積と造林面積が 2050 年まで一定とした。
面積当たりの蓄積量・生産量の増加により、生産量
は微増となる。
　　ｃ　緩やかな伐採増加シナリオでは、伐採が活
発な県では（ア）－ａ－（ｂ）のように設定し、活発
でない県ではａ－（ｃ）のように、人工林を都道府
県別の伐採開始林齢から最長でも 200 年生までに等
面積ずつ伐採するように設定した。伐採が活発でな
い県では、伐採開始が遅いものとされるが、2050
年までには高い増加率を示す県もある。全国では
2050 年までにスギの素材生産量は 2 倍以上に、ヒ
ノキの素材生産量は 3 倍近くに増大する一方、カラ
マツ素材生産量は資源的制約のため、3 割未満の増
大にとどまった。
　　ｄ　所有者意向シナリオでは、①すでに伐採率
が高く、今後も高い伐採率が維持されると考えられ
る北海道カラマツ、②次いで伐採率が高く、今後も
高い伐採率が維持されると考えられる熊本・大分・
宮崎のスギと岩手などの本州カラマツ、③伐期の到
達がやや遅れているが、今後伐採率が高まると想定
される東北・北海道、その他一部諸県（15 県）の
スギ、熊本・大分・宮崎のヒノキ、④最近の伐採率
が低く、今後の伐採増加意欲はあるが、それでも比
較的低位にとどまる南関東・中部・近畿など 28 都
府県のタイプに地域・樹種群分類した。過去の類似
の意向調査結果とその後の伐採実績を比較したとこ

表 114-4　森林所有者が伐採したいと思うようになる ha 当たり立木価額（諸県総回答数割合）

注：…スギの ha 当たり立木価額が全国平均で 100 万円を超えるのは 13 齢
級以上（2012 年山元立木価格調と収穫表から計算）で、過半の県で
は 13 齢級以上になってもスギの平均立木価額が 100 万円／ ha に達
することがないと計算された。平均値では生産意欲がわきにくいが、
優等地で現状より生産を増やすことは可能。
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ろ、伐採実績の方がやや低いことから、所有者意
向シナリオでは、最初の 20 年間は直接回答値より
もやや低い伐採率（年平均 0.75 ～ 1.5%）を採用し、
次の 20 年間で年 1.25 ～ 1.5% とした。
　　ｅ　森林・林業基本計画（2011 年 7 月）及び
2013 年 10 月策定の全国森林計画（2014-2029 年）
をふまえて、基本計画シナリオを作成した。全国森
林計画では、主伐材積を年平均 2,412 万 m3 にまで
大幅に増加（2008-2011 年実績値の約 1.5 倍）させ、
育成単層林から育成複層林に年平均 15 千 ha 転換
させる（皆伐以外の主伐）とともに、人工造林面
積を 24 千 ha/ 年（2010 年）から、平均 63 千 ha/
年に大幅増加させる。ここではその流域別の 15 年
間の計画量と、基本計画における全国の 2020 年と
2030 年の目標値をふまえながら、樹種別・都道府
県別・年次別のデータを補完作成することによって
基本計画シナリオを作成した。なお、本事業で扱う
モデルの性質上、複層林を扱うことができないので、
全て単層林扱いとして主伐材積、造林面積などが計
画と同等になるように設定した。
　このほか地域ごとの伐採量からエネルギー用林地
残材の供給可能量を推計する手法を開発して推計を
行った（久保山ら、2012）。
　（エ）　「森林・林業基本計画」により試算されて
いる 2020 年の製材・合板・チップの需要量に対し
て、船舶・鉄道の利用やトラックの大型化による
モーダルシフトを実施した場合、最大で 2009 年の
輸送過程炭素排出量の半分程度に削減できることが
分かった。また、林業モデルによる五つのシナリオ
別の 2050 年までの国産材供給データ及び素材・製
品の需要データに対して、船舶・鉄道の利用やト
ラックの大型化によるモーダルシフト及び素材・製
品の調達エリアの縮小化を実施した場合、いずれの
シナリオにおいても 35 ～ 45% 程度輸送過程炭素排
出量を削減できることが分かった。（図 114-1）
　（オ）　一般道路ならびにガードレールの過去にお
ける新規敷設量の解析から、各延長は飽和傾向を示
していた。鋼製ガードレールを木製にて代替するこ
とにより、2010 年から 2050 年までの 41 年間、削
減効果は 85 万 t-C と推計された。遮音壁の単位 m2

当たり、金属製遮音壁の誘発量が最も大きく 13.9…
kg-C であり、アクリル製が 11.8…kg-C、コンクリー
ト製が 10.7…kg-C であり、木製遮音壁は 3.1…kg-C で

あることが分かった。遮音壁の木製代替による CO2

誘発削減効果は、68,000…t-C と試算された。木製護
岸による CO2 削減効果は 3…ton-CO2/km/ 年であっ
た。国内の河川管理施設としての堤防（護岸）は、
約 13,400…km であるので、全国の護岸の 1 割を木製
に代替した場合、削減効果は 0.1 万 ton-C/ 年となる。
治山ダム及び防砂ダムの全国の設置数は約 14 万基
であり、その 50% の 7 万基を代替ポテンシャルと
するならば、コンクリート堰堤から木製堰堤になる
と 100 年間の総 CO2 排出量は、6…t-C × 70,000（基）
＝ 42 万 t-C 削減できることになる。一年当たりに
換算すると 0.42 万 t-C/ 年削減できることになる。
　建築に関し、木造は他の構造に比べ、用途によら
ず、単位着工床面積当たりの CO2 排出原単位は小
さくなった。（表 114-5）
　（カ）　国産材の炭素貯蔵量の変化を評価対象とす
る the…production…approach による炭素貯蔵効果を
推計した。温存・現状維持や現状・現状維持のシナ
リオでは、2050 年まで常に効果は得られなかった。
一方、緩伐採増加・緩推進、基本計画・積極的推進、
所有者意向・積極的推進の各シナリオでは、2050
年まで常に効果が得られた。特に、所有者意向・積
極的推進シナリオにおいて最大で 2030 年に日本全
体で 2.9 百万 t-C と推計された。
　省エネルギー効果の推計では、積極的推進シナリ
オにおいて最大で 2050 年に日本全体で 2.9 百万 t-C
の炭素排出削減量が推計された。このうち、東日
本由来は 17%、中日本由来は 63%、西日本由来は
20% であった。また、木材用途ごとにみると、非
木造建築を木造建築へ代替することによる効果が全
体の 88% で最も大きかった。
　化石燃料代替効果の推計では、所有者意向・積
極的推進シナリオにおいて最大で 2050 年に日本全
体で 4.3 百万 t-C の炭素排出削減量が得られ、その
50% 以上は東・西日本由来であった。
　3 効果を合計した気候変動緩和効果を推計した。所
有者意向・積極的推進シナリオにおいて最大で 2050
年に日本全体で 8.4 百万 t-C と推計された。（図 114-2）

　エ　考　察
　（ア）　森林の主伐面積率は年 0.3% 程度と低いこ
とが推定されるが、地方や立地による差異も大きい。
皆伐面積については実績値についても不確実性がか
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なりある。アンケート調査では、40 年以内に皆伐
したいとする面積が人工林の 6 割以上を占め、1 年
当たりにすると過去 3 年の実績の 5 倍程度となる。

しかしそこで期待している立木価額は現状価額より
もかなり高いので、伐採量は今後、停滞もありうる
し、倍増もありうる。
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⑤所有者以降＆積極的推進：現状

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（鉄道・船）

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（ﾄﾗｯｸ大）

〃 ：地産地消（3地域）

④基本計画＆積極的推進：現状

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（鉄道・船）

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（ﾄﾗｯｸ大）

〃 ：地産地消（3地域）

③緩伐採増加＆緩推進：現状

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（鉄道・船）

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（ﾄﾗｯｸ大）

〃 ：地産地消（3地域）

②現状＆現状維持：現状

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（鉄道・船）

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（ﾄﾗｯｸ大）

〃 ：地産地消（3地域）

①温存＆現状維持：現状

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（鉄道・船）

〃 ：ﾓｰﾀﾞﾙ（ﾄﾗｯｸ大）

〃 ：地産地消（3地域）

図 114-1　林業モデルによる五つのシナリオ別輸送過程炭素排出量（2006 年～ 2050 年）
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図 114-2　CO2 削減効果の推計結果

構造 用途 （kg-C/m2） （参考値：2000）

木造
住宅 78.3656.87

非住宅 10.6594.76

SRC 造
住宅 07.190.421

非住宅 7.5419.541

RC 造
住宅 7.0014.921

非住宅 7.9211.141

S 造
住宅 5.2011.431

非住宅 56.374.09

CB 造
住宅 33.997.721

非住宅 93.459.601
その他

造

住宅 33.997.721
非住宅 93.459.601

表 114-5　建築物の単位着工床面積当たりの CO2 排出原単位
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　（イ）　国内木材需要の増減分は外材輸入量によっ
て全て調整されるというのは極端な想定ではあるが、
過去の実績ではそれに近い動きをしていた。また国
産材生産量の増減が外材輸入量の増減と逆の動きを
すると想定されることから、伐採の増加は国内の森
林の蓄積量を低下させるが、木材輸出国の伐採量を
低下させ、その森林の蓄積量を増加させる効果があ
る。ここでは海外の森林の炭素動態については評価
対象バウンダリーの外においているが、バウンダ
リーの取り方によって評価が変わることに注意が必
要である。
　（ウ）　1950 － 70 年頃に植林された造林ブーム世
代の人工林が 2050 年には 80 － 100 年生になる。そ
れまでに皆伐されるのは資源温存シナリオでは 1 割
程度、所有者意向シナリオでは 5 割程度としたが、
現実的には 7 ～ 9 割程度が 2050 年まで皆伐されず
に残ると予想される。伐採されずに残る面積が大き
い中で、皆伐面積が 1 割か 2 割か 3 割かによって木
材生産量は大きく異なる。基本計画シナリオでは、
生産量と人工造林面積がともに大きく増加するもの
としているが、現実には優等地以外に伐採対象が広
がっていった場合、人工造林による再造林率は低下
する可能性もある。
　（エ）　500…km を超える輸送区間を鉄道又は船舶
の有利な方へ代替した場合、トラックの 10…t 超の
割合を現状より 5 割増加した場合、素材・製品の調
達範囲を全て 3 地域内（東日本・中日本・西日本）
で調達した場合、いずれにおいても輸送過程炭素排
出量が 4 割程度削減できることが分かったが、輸送
コスト・輸送時間等、素材・製品の輸送実態や鉄
道・船舶の整備状況を考慮すると、鉄道・船舶への
代替は実現可能性が低く、トラックの大型化及び調
達範囲の縮小化は実現可能性が高い。
　（オ）　木製ガードレールの設置による CO2 排出
削減効果は、次の三つの効果を考慮した。1）素材
を代替したことにより、それら素材の製造段階にお
ける消費エネルギーが変化する効果、2）木製ガー
ドレール延長が純増することで、木材中の炭素貯蔵
量の増加分、3）木製ガードレールの廃棄後にそれ
ら廃木材がエネルギー利用されることによる化石燃
料代替効果。
　木製遮音壁が代替するのは、金属製遮音壁とコン
クリート製遮音壁とし、その設置割合はそれぞれ

総設置延長の 3 割と 7 割、遮音壁の高さ平均は 2…m
と仮定した。木製治山ダムは、堤高 3…m 程度（及
びそれ以下）のものが既存のコンクリート製の物と
代替可能と考えた。
　（ カ ）　 炭 素 貯 蔵 効 果 に お い て、2030 年 頃 ま
では国内素材生産量の増加余地が大きく、the…
production…approach による炭素貯蔵効果を大きく
できる可能性がある。ただし、その後 2050 年にか
けて国内素材生産量が停滞することによって効果は
小さくなると考えられる。
　省エネルギー効果において、非木造建築を木造建
築へ代替することは大きい炭素排出削減量が期待で
きるため、効果的な省エネルギー方策になり得ると
考えられる。
　化石燃料代替効果では、林地残材の発生源となる
国内素材生産量が大きい東日本と西日本において効
果が大きくなると予想される。
　気候変動緩和効果の日本全体における最大値 8.4
百万 t-C は 2013 年現在の日本全体の二酸化炭素排
出量の 2.4% に相当している。

　オ　今後の課題
　（ア）　皆伐面積の実態把握については、不確実性
が無視できないので、500…m 格子点を定期的に、か
つ前回と矛盾のない判読を行い、伐採されたプロッ
トについては、伐採照査同様にその属性を確認する
などの方法で、把握精度を向上させることが課題で
ある。また、立地による伐採可能性の違いが大きい
ので、経済的立地区分にもとづく資源把握を行うこ
とが、経済的木材生産ポテンシャルの推定のために
必要な課題である。
　（イ）　木材貿易については、主に輸入だけを考慮し
たが、輸出の拡大可能性については今後の課題である。
　（ウ）　本事業のシナリオ及びシミュレーションモ
デルでは複層林を複層林として扱うことができない
ので、複層林の蓄積変化等に関する適切な扱いが今
後の課題である。また 50 年生以上の森林の炭素蓄
積変化や、天然更新した森林の炭素蓄積変化につい
ても不確実性が大きいので、推定精度向上が今後の
課題である。
　（エ）　トラックの大型化及び調達範囲の縮小化実
現のためには、森林資源や木材需要に応じた木材生
産拠点の配置に関する調査分析がさらに必要である。
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　（オ）　木製品による他素材の代替に関しては、製
品寿命や製品性能が同じかどうかについて、さらな
る精密な検討が必要と考えられる。
　（カ）　炭素収支評価モデルの更なる改善が挙げら
れ、特に、海外への木材輸出、モーダルシフト等を
考慮した木材の地域間輸送に伴う炭素排出、建築・
土木・家具・紙・エネルギー以外の木材用途、に着
目したモデル改良を進め、将来推計を行うことが課
題である。

　カ　要　約
　（ア）　都道府県別、民有・国有別、主要樹種群別
の初期時点における林齢別面積と素材生産量の統計
値及び都道府県に対する間伐材生産量に関する聞き
取り結果に基づいて、主伐・間伐別素材生産量、間
伐材の利用率、主伐面積及び再造林率を推定した。
主伐面積推定の妥当性を検証するために、全国の
500…m 格子点の画像判読結果や、4…km 格子点の森
林資源モニタリングのデータ、都道府県による伐採
照査データを活用して検証した。森林所有者は平均
で所有人工林の 6 割あまりを 40 年以内に伐採した
いとアンケートに答えているが、経済性を考慮する
と 2050 年までの伐採はそれより少なくなると推定
される。
　（イ）　木材需要の増減に対して、国産材の供給は
非弾力的であるのに対して、外材の供給は弾力的で
ある。将来的に木材自給率の上昇が期待されるが、
各シナリオにおいては、木材需要と国産材供給の差
を外材の輸入で埋めるものとした。また、林産物輸
入量に占める丸太の比率はおおむね一定の率で低下
する傾向にあるので、将来のシナリオにおいても、
林産物輸入に占める丸太の比率は過去と同様の率で
低下するものと推定した。
　（ウ）　都道府県別の将来の伐採量、資源量変化
の可能性を 2050 年までの期間についてシミュレー
ションするために、伐採量や造林面積などが少ない
ものから大きいものまで、五つの異なるシナリオを
作成した。それらのシナリオは、資源温存シナリオ、
伐採面積現状維持シナリオ、緩やかな伐採増加シナ

リオ、基本計画シナリオ、所有者意向シナリオの五
つで、統合モデルによるシミュレーションのために
提供した。
　（エ）　「森林・林業基本計画」及び林業モデルに
基づき試算されている国産素材・製品の供給・需要
の将来予測に対して、船舶・鉄道の利用やトラック
の大型化によるモーダルシフト及び素材・製品の調
達範囲の縮小化を実施すると、輸送過程炭素排出量
が 4 割程度削減できることが分かった。
　（オ）　ガードレール・遮音壁・護岸・治山防砂ダ
ムの木製代替について CO2 排出削減量を評価した。
建築では木造は他の構造に比べ、用途によらず、単位
着工床面積当たりの CO2 排出原単位は小さくなった。
　（カ）　東・中・西日本における木材利用に関わる
炭素収支評価モデルを構築し、複数の将来シナリオ
に基づいて CO2 削減効果を 2050 年まで推計した結
果、最大で 8.4 百万 t-C が得られ、現状の日本全体
の二酸化炭素排出量の 2.4% に相当した。

　キ　引用文献
… 1）… Hiroshima…T.…（2011a）…Calculation… of… yields…

on…a…national… level…by…combining…yields…of…each…
prefecture…using… the…Gentan…probability.… J.… of…
Forest…Research…16（2）:…98-107.

… 2）… Hiroshima… T.…（2011b）… Nationwide… yield…
prediction…by…adding…up…yields…of…prefectures.…
Special…issue…of…J.…For.…Plann.…16:…199-205.

… 3）林雅秀・岡裕泰・田中亘（2011）森林所有者の
意思決定と社会関係：取引費用経済学の視点から．
林業経済研究．57（2）：9-20.

… 4）久保山裕史・上村佳奈（2012）木質バイオマス
の経済的な供給ポテンシャルの推計．山林．1538：
20-27.

　研究担当者（外崎真理雄＊、岡　裕泰、久保山裕史、
田村和也、田中　亘、林　雅秀、恒次祐子、広嶋卓也、
滝口泰弘、松野泰也、醍醐市朗、高木真由、平野陽子、
加用千裕）
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１　炭素固定能の高いスギ品種を活用した吸収
機能向上技術の開発
　ア　研究目的
　我が国の温暖化ガス排出削減目標の達成に向けて、
森林の吸収源機能が注目され様々な取り組みがなさ
れているが、森林面積の拡大は困難な状況から吸収
源機能そのものの向上が求められている。育種サイ
ドからこのような要望に対応するため、林木育種セ
ンターではこれまで収集・保存してきたスギ精英樹
の中から成長量や材の密度に優れた系統を選抜し、
幹重量が大きい品種（炭素固定能が高い品種）とし
て開発してきた。本研究では、在来品種からこのよ
うな炭素固定能の高い品種に植え替えた場合の炭素
蓄積量について評価することを目的としている。

　イ　研究方法
　（ア）　研究に用いる試験地及び炭素固定能の高い
品種の選定
　これまでスギ精英樹は日本全国で 3760 個体が選
抜されており、林木育種センターでは、試験地等に
おいてこれら精英樹の成長や材質といった特性を調
査してきた。炭素固定能の高い品種は、これら特性
調査の結果から選抜された精英樹である 1）。炭素固
定能の高い品種は、育種基本区ごとに選抜されてお
り、これまでに日本全国で 69 個体、関東地方及び
中部地方（以下、関東育種基本区）において 17 品
種が開発されている。関東育種基本区において開発
された品種のうち、本小課題の研究目的に適した試
験地及びクローンの選定を行い、これまで収集され
てきた特性データの精査を行った。同様に、東北地
方（以下、東北育種基本区）及び九州地方（以下、
九州育種基本区）においても試験地及びクローンの
選定を行い、データの精査を行った。
　（イ）　炭素固定能の高い品種に植え替えた場合の
シミュレーション
　（ア）で収集した樹高、胸高直径及び材密度の
データを用いて、第 1 編第 1 章の 4 で示された五つ
の伐採シナリオ（現状、振興、温存、所有者、計
画）に基づき、在来品種から炭素固定能の高い品種
に植え替えた場合の 2050 年までの炭素蓄積量につ

いてシミュレーションを行った。用いた気象シナリ
オは MIROC-H…A1B である。

　ウ　研究結果
　（ア）　研究に用いる試験地及び炭素固定能の高い
品種の選定
　試験地が設定されている地域の気象データやこれ
までの成長調査の結果から、図 121-1 に示す 7 か所
の試験地を選定した。これら七つの試験地は、関東
育種基本区で選抜されたスギ精英樹のさし木クロー
ン、10 クローンが共通して植栽されており、炭素
固定能の高い品種の一つである「上都賀 7 号」も含
まれている。林齢は全ての試験地で 30 年を超えて
おり、植栽後 5、10、15、20、30 年次に樹高と胸高
直径の調査を定期的に行っている。その結果は、林
木育種センターの研究・事業においても利用されて
いる 2）。図 121-2 に各試験地における「上都賀 7 号」、

「郷台 1 号」、「甘楽 1 号」の樹高成長の結果を示す。
各試験地において「上都賀 7 号」は優れた樹高成長
を示した。また「上都賀 7 号」、「郷台 1 号」、「甘楽
1 号」の材密度は、「上都賀 7 号」「甘楽 1 号」が同
程度であり、「郷台 1 号」が最も低い値を示した。
　関東育種基本区と同様に、東北育種基本区及び九
州育種基本区においても研究に用いる試験地及びク
ローンの選定を行った。試験地の精査を行った結果、
東北育種基本区においては太平洋側の試験地におい
て解析を行うこととした。炭素固定能の高い品種と
して東北育種基本区では「エ増川 4 号」、九州育種
基本区では「姶良 4 号」を解析に用いた。
　（イ）　炭素固定能の高い品種に植え替えた場合の
シミュレーション
　第 1 編第 1 章の 4 の五つの伐採シナリオ（現状、
振興、温存、所有者、計画）に基づき、東北、関東
及び九州の各育種基本区において従来品種から炭素
固定能の高い品種に植え替えた場合の炭素蓄積量
についてシミュレーションを行った。その結果を
図 121-3 から図 121-5 に示す。東北育種基本区（太
平洋側）の結果は図 121-3、関東育種基本区の結果
は図 121-4、九州育種基本区の結果は図 121-5 にそ
れぞれ示す。炭素蓄積量は全てのシナリオにおいて

第２章　温室効果ガスの排出削減技術・吸収機能向上技術の開発
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図 121-1　本小課題で用いた 7 試験地の位置

図 121-2　各試験地における「上都賀 7 号」、「郷台 1 号」、「甘楽 1 号」の樹高成長の結果
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九州育種基本区が最も大きく、関東、東北（太平洋
側）の順で小さくなった。また、全てのシナリオ及
び基本区において、従来品種から植え替えた場合の
効果が認められた。特に、現状シナリオや振興シナ

リオに比べて計画シナリオにおいてより効果が認め
られた。
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図 121-3　東北育種基本区（太平洋側）におけるシナリオ毎の炭素蓄積量の推移
実線は炭素固定能の高い品種「エ増川 4 号」、破線は在来品種

図 121-4　関東育種基本区におけるシナリオ毎の炭素蓄積量の推移
実線は炭素固定能の高い品種「上都賀 7 号」、破線は在来品種
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　エ　考　察
　（ア）　図 121-1 の結果から、炭素固定能の高い品
種である「上都賀 7 号」は関東育種基本区に設定さ
れた各試験地において良好な樹高成長を示したこと
から、成長の良好なクローンであると考えられた。
しかし、試験地 2、試験地 3 及び試験地 5 において
は上都賀 7 号と郷台 1 号と同程度の樹高成長を示し
たが、材密度が上都賀 7 号の方が高い値を示したこ
とから上都賀 7 号の方がより炭素固定能が高いと考
えられた。
　（イ）　全てのシナリオ及び地域において、従来品
種から植え替えた場合の効果が認められた。特に、
現状シナリオや振興シナリオに比べて計画シナリオ
においてより効果が認められた。しかし、植え替え
た場合の差はあったものの、その差は小さかった。
このことは、現状では炭素固定能の高い品種へ植え
替えた場合の効果は、2050 年よりも後により顕著
に現れる可能性があることを示唆している。

　オ　今後の課題
　本課題で行った解析はいずれも各育種基本区単位
での結果であるため、日本全国規模での解析が必要
と考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　東北、関東及び九州育種基本区において試
験地データを再度精査した結果、炭素固定能の高い
品種は他のクローンに比べ成長及び材密度で優れて
いた。
　（イ）　全てのシナリオにおいて従来品種から植え
替えた場合の効果が認められた。特に、計画シナリ
オにおいてより効果が認められた。

　キ　引用文献
… 1）… 平岡裕一郎・井城泰一・武津英太郎（2011）関

東平野・中部山岳・東海育種基本区における幹重
量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ品
種の開発．林木育種センター平成 23 年度版年報．
pp.…45-46.

… 2）… 三浦真弘ら（2005）20 年生までのスギ地域差検
定林データに基づく関東育種基本区の育種区再区
分の検討．日本林学会誌．75：233-240.
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図 121-5　九州育種基本区におけるシナリオ毎の炭素蓄積量の推移
実線は炭素固定能の高い品種「姶良 4 号」、破線は在来品種
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２　炭素固定能の高いグイマツ F1 品種を活用し
た吸収源機能向上技術の開発
　ア　研究目的
　北海道が開発した炭素固定能が高いグイマツ F1

（グイマツ×カラマツ）品種「クリーンラーチ」を
広く植栽することを可能にする挿し木増殖技術を開
発する。またカラマツの伐採・造林の動向、政策誘
導を基にした現実的なシナリオにより、クリーラー
チによる北海道全体の二酸化炭素削減機能向上の効
果を予測し、温室効果ガス削減目標の達成に寄与す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　炭素固定能の高い品種の林分の成長特性・
生理生態特性の解明
　クリーンラーチ林分の成長特性を解明するため、
北海道各地に設定されたクリーンラーチ植栽試験地

（5 ～ 39 年生）で植栽木の成長データを測定し、気
象データ、間伐木の容積密度データと合わせること
で、気温の影響を評価できる炭素貯蔵量予測モデル
を作成した。作成したモデルを用いて、立地（カラ
マツ地位指数）、植栽本数、間伐スケジュールなど
複数の条件でクリーンラーチの伐採木を含めた炭素
貯蔵量を評価した。クリーンラーチの生理生態特性
を解明するため、クリーンラーチ及びカラマツの
ポット苗木や野外に植栽された成木を用いて、光合
成の温度依存性、季節変化、垂直変化を測定し、ク
リーンラーチにおける炭素固定能の高さの要因につ
いて考察した。得られた光合成パラメータから、単
木レベル及び林分レベルの光合成生産量を推定でき
るプロセスモデルを開発した。
　（イ）　炭素吸収源の拡大のための挿し木苗木大規
模生産システムの開発
　現在、クリーンラーチ用種子の生産数が限られて
いるため、1 年生実生苗木を挿し木台木として挿し
木苗生産を行っている。本研究では、従来の挿し木
苗生産工程の機械化による挿し木苗木の増産を促進
するために、挿し木用ペーパーポットへの土詰め工
程の機械化、床替機の改良を行った。また挿し木台
木用種子の安定供給のため、種子採取用接木苗の
ポット化による結実促進試験を実施するとともに、
当該種子から生産した 1 年生苗木の品質を確認した。
　（ウ）　炭素固定能の高い品種を利用した北海道に

おける吸収源機能向上効果の予測
　今回（ア）で開発した炭素貯蔵量予測モデルを用
いて北海道の様々な立地条件におけるクリーンラー
チの将来の炭素貯蔵量を温暖化シナリオに基づき予
測した。また、北海道におけるカラマツ類の伐採・
造林動向や将来計画、現在の地域別造林面積、温暖
化シナリオに基づく予測モデルの計算結果から、ク
リーンラーチの二酸化炭素削減効果を予測した。
　（エ）　帯状更新地の光環境と苗木の生長生理の解
明及び最適帯状更新システムの開発
　現在あるカラマツ成熟林分の一般的な伐採手法で
ある帯状伐採地にクリーンラーチを再造林すること
を想定し、帯状更新地を模した伐採幅、伐採方位の
異なる実験区を作成し、クリーンラーチ及びカラマ
ツ苗を植栽した。植栽苗の成長及び光環境条件を測
定し、帯状伐採幅や方位を変えた時の植栽苗の成長
や光環境条件を推定可能なプロセスモデルを開発す
るとともに、このモデルを用いて炭素蓄積量を低下
させない最適な伐採幅を推定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　炭素固定能の高い品種の林分の成長特性・
生理生態特性の解明
　クリーンラーチ植栽試験地の植栽木の成長につい
て解析した結果、林齢の増加とともに胸高直径が成
長期（4 － 9 月）の平均気温と立木密度の影響を受
けることが明らかとなり、試験地の平均気温が高い
ほどクリーンラーチの直径成長が良好な傾向を示し
た。一方、樹高に対する試験地の気温や立木密度の
影響は認められなかった。成長モデルに容積密度
データを組み込んだ炭素貯蔵量予測モデルを用いて、
40 年生時における林分の幹炭素貯蔵量を算出した
所、生育期の気温の上昇によりクリーンラーチの単
位面積当たりの炭素貯蔵量は増加することが明らか
となった（図 122-1）。
　ポット苗を用いてクリーンラーチとカラマツの光
合成温度反応を比較したところ、葉温 15 ～ 30℃の
範囲内ではクリーンラーチの方がカラマツよりも光
合成速度は高く（図 122-2A）、光合成に対する温度
上昇の影響は両者でほぼ同等であることが明らかと
なった（図 122-2B）1）。また、クリーンラーチはカ
ラマツに比べて葉の成熟の進んだ 9 月以降に光合成
活性が高いこと 2）、成木では特に樹冠内部の光合成
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活性がカラマツよりも高くなっていること、大気が
湿潤な状態ではクリーンラーチの方がカラマツより
も気孔コンダクタンスが高く、二酸化炭素を葉に取
り込みやすくなっていることなどが明らかとなった。
　（イ）　炭素吸収源の拡大のための挿し木苗木大規
模生産システムの開発
　挿し木苗木生産システムの機械化を目的として

ペーパーポットや床替え機を改良したところ、土詰
め作業効率が従来の 3 倍に（図 122-3）、床替え作業
効率が 4.4 倍になった（図 122-4、表 122-1）3）。挿
し木苗木用の種子生産増強のため、クリーンラーチ
母樹、花粉親の接ぎ木苗をポットに移植することに
より 4 年生で開花が認められ（図 122-5）、種子生
産の早期安定化が可能であることが明らかとなった。
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図 122-4　挿し木苗のペーパーポットから圃場への移植の機械化
苗木をつかむブレードを挿し木用に改良した。
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図 122-3�　挿し木用ペーパーポットの土詰め功程の機
械化
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またポット苗から採取した種子から生産した苗木の
品質に問題は認められなかった。
　（ウ）　炭素固定能の高い品種を利用した北海道に
おける吸収源機能向上効果の予測
　（ア）で開発した成長モデルを用いて、2050 年に
おける 40 年生クリーンラーチ林分の炭素貯蔵量を
全道 841 か所（3 次メッシュ）で温暖化シナリオ
A1B に基づき予測したところ、2001 年の気象条件
が定常状態で推移した時に比べて、ほとんどの地
点で炭素貯蔵量が増加し、カラマツ主産地の道東
では 20% 以上の増加が見込まれた（図 122-6）。ま
た、北海道庁によるカラマツ類造林予測面積にもと
づき、カラマツからクリーンラーチへの植え替え効
果を計算したところ、炭素蓄積量は 3 割植え替えで
4%、7 割植え替えで 9%、10 割植え替えで 11% 増
と試算され、採種量からより現実的なシナリオと考
えられる 3 割植え替え時のクリーンラーチ炭素蓄積
量は 2050 年における全道合計で 10,500 千 ton-CO2

（2,864 千 ton-C）となった（図 122-7）。
　（エ）　帯状更新地の光環境と苗木の生長生理の解
明及び最適帯状更新システムの開発

　伐採幅の異なる帯状更新地を模した試験区を設定
し、クリーンラーチとカラマツ植栽苗の成長や光環
境を測定したところ、東西方向よりも南北方向に伐
採したほうが、植栽苗上部の相対光強度（直達光を
含む）が大きく、結果として成長量も大きかった

（図 122-8）4）。また 5 処理中 4 処理でクリーンラー
チの方がカラマツよりも成長量が大きい傾向が認め
られたが、相対光強度と植栽苗の成長にはクリーン
ラーチ、カラマツ共に正の相関が認められた。（ア）
で得られた光合成モデルパラメータを用いて光合成
総生産量推定モデルを作成するとともに、伐採帯内
の光環境を推定する光入射モデルを作成し、帯幅及
び植栽苗と上層林冠高の距離が変化する時の光合成
総生産量を算出し、伐採方位の影響を比較した。そ
の結果、極端に伐採帯が狭く植栽木の成長が妨げら
れるような場合を除けば、伐採帯の方位はクリーン
ラーチの総光合成生産量に大きな影響を及ぼさない
ことが明らかとなった。また、上層林冠高以上の幅
で伐採を行えば、Open な場所に植栽された更新木
の 70% 以上の総生産量（GPP）が得られ（図 122-
9）、更新木の十分な成長を促し、速やかに炭素蓄積
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図 122-5�　クリーンラーチ挿し木台木用種子生産のた
めの結実促進試験結果

図 122-6�　温暖化シナリオ A1B による 2050 年におけ
るクリーンラーチ 40 年生林分のメッシュ別
炭素蓄積量の増減量

2001 年の気象条件を定常にした場合と比べてほとんどの地
点で蓄積量が増加した。

作業功程　本／時間・人 生存率％ 苗長cm 根元径mm

従来型 *1 87.4 69.6 8.0

2.87.271.980231）プイタ間中（型良改

改良型（短タイプ） *2 85.7 65.7 8.0

4.81.175.68003え植手

表 122-1　挿し木床替え工程機械化による作業功程と床替え後の成績
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量を回復させることができると考えられた。

　エ　考　察
　（ア）　炭素固定能の高い品種の林分の成長特性・
生理生態特性の解明
　炭素固定能の高いクリーンラーチは、カラマツと
北方系のグイマツを掛けあわせた品種であることか
ら、地球温暖化によって現在の高い炭素固定能が低
下することが懸念された。しかしながら今回の植栽

試験地の結果や苗木実験の結果から、現在想定され
ている温度上昇範囲では炭素固定能が低下すること
はなく、反対にクリーンラーチの炭素蓄積量は現在
よりも増加することが示唆された。また、今回の調
査から、カラマツに比べてクリーンラーチの炭素蓄
積量が高いことが再実証されるとともに、クリーン
ラーチの光合成能力の高さが炭素固定能の高さの要
因の一つであることが明らかとなった。
　（イ）　炭素吸収源の拡大のための挿し木苗木大規
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図 122-7�　クリーンラーチの造林面積をカラマツ類の
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図 122-8�　帯状更新モデル試験地における植栽 3 年後
のクリーンラーチ（F1）とカラマツの幹量の
差異
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（通常林分で 33…m 幅に相当）、1.5；帯幅 1.5…m（通常林分で
11…m 幅に相当）

図 122-9　クリーンラーチの光－生産管理図
例えば伐採幅 20…m の場合、更新木高と上層林冠高の差が 20…m 以下になれば、
更新木の光合成総生産量（GPP）が Open の 70% 以上となる。
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模生産システムの開発
　クリーンラーチ植栽による吸収源拡大を図るため
には、苗木の大量生産が不可欠であるが、クリーン
ラーチは中標津 5 号というグイマツ精英樹の 1 ク
ローンのみからしか種子が採取できないため、通常
の方法では苗木の生産本数が限られている。そのた
め、挿し木による苗木の増産方法が取られていたが、
その効率はあまり高くなく生産量に制限があった。
本研究では、挿し木用ペーパーポットへの土詰め工
程や床替え工程の機械を進めるとともに挿し木台木
生産用母樹、花粉親のポット植えによる種子生産の
早期安定化を進めた。これらの技術によりクリーン
ラーチ挿し木苗の大幅な増産が可能となった。北海
道庁が試算している将来ピーク時のカラマツ類造林
予測面積 5,700…ha/ha（2032 年）であり、既存のク
リーンラーチ採種園面積や間伐特別措置法に基づき
計画されている新規採種園面積から造林予測面積
5,700…ha/ha の 76% に相当する 4,420…ha/ 年がクリー
ンラーチ造林可能であると試算されている。本研究
で開発した挿し木生産技術、種子生産技術は、道庁
が設定した造林目標面積（試算値）の実現に大きく
寄与する技術と期待される。
　（ウ）　炭素固定能の高い品種を利用した北海道に
おける吸収源機能向上効果の予測
　地球温暖化した時のクリーンラーチの炭素蓄積量
は北海道全体で増加傾向に有り、特に現在カラマツ
主産地である道東で増加量、炭素蓄積量ともに高
かった。したがって、現在のカラマツ林伐採後にク
リーンラーチ苗を植栽することは、CO2 吸収源機能
向上のために有効な手段であることが明らかとなっ
た。また、クリーンラーチはカラマツに比べて幹が
通直で材の強度が高いなど、木材としての価値が高
いことが明らかとなっている。本プロジェクトの他
の小課題において、木材利用による CO2 削減効果
が大きいことが指摘されていることから、クリーン
ラーチを植栽し、成林後適切に伐採、木材利用する
ことで、森林への炭素蓄積に加えて、木材利用によ
る CO2 削減効果による相乗効果が期待される。
　（エ）　帯状更新地の光環境と苗木の生長生理の解
明及び最適帯状更新システムの開発
　カラマツは陽樹であり更新木の良好な成長には比
較的明るい環境が必要となるが、カラマツとグイマ
ツを掛けあわせたクリーンラーチの光要求性は不明

であった。また、現在主要な伐採方法の一つである
帯状伐採は皆伐に比べて林床が暗く、どのような帯
状伐採方法をとればクリーンラーチ更新木の良好な
成長を維持できるか明らかにする必要がある。今回
の帯状伐採模擬試験やモデルのよる光合成総生産
量（GPP）の予測から、クリーンラーチはカラマツ
と同様に陽樹的な成長を示し、上層林冠高と同程度
以上の帯状伐採幅とすれば、更新木は伐採方位にか
かわらず皆伐時の約 70% 以上の GPP を得られるこ
とが明らかとなった。現在のカラマツ林を伐採しク
リーンラーチを植栽する場合は、今回示した伐採幅
を基準とした伐採方法を用いることにより、クリー
ンラーチの高い炭素固定能を十分に発揮できること
が示唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　植栽試験地のデータを使って成長モデルを
構築したが、将来の温暖化したときの気象条件は、
試験地において経験した範囲外であることが想定さ
れるため、継続的なモデルの検証、改良が必要であ
る。
　（イ）　本研究ではペーパーポットを使って挿し木
技術の改良に取り組んだ。最近の別の研究でコンテ
ナを使うことの有効性が明らかになってきている。
将来の苗木需要を確実に満たすためには、コンテナ
を使った挿し木技術の改良を行っていくことが重要
である。

　カ　要　約
　（ア）　クリーンラーチとカラマツの光合成の温度
特性を比較したところ、クリーンラーチの光合成
速度は 15℃～ 30℃の温度域でカラマツよりも高く、
地球温暖化の光合成への影響は両者で異ならないこ
とが示唆された。クリーンラーチが高い炭素固定能
を発揮する理由として、クリーンラーチがカラマツ
より高い光合成系生化学的能力を持ち、また高い気
孔コンダクタンスを示す事が要因として考えられた。
　（イ）　土詰め作業の機械化により効率が従来の 3
倍に、床替え作業の機械化で効率が 4.4 倍となった。
クリーンラーチ母樹及び花粉親の接ぎ木苗をポット
に移植することにより 4 年生で開花が認められ、種
子生産の早期安定化が可能であることが明らかと
なった。これらの開発した技術は、今後増大するカ
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ラマツ類苗木需要を満たすために不可欠な技術であ
ると期待される。
　（ウ）　2050 年における 40 年生クリーンラーチ林
分の炭素貯蔵量を温暖化シナリオ A1B で予測した
ところ、2001 年の気象条件で推移した時に比べて、
ほとんどの地点で炭素貯蔵量が増加し、カラマツ主
産地の道東では 20% 以上の増加が見込まれた。ま
た、3 割のカラマツをクリーンラーチへの植え替え
した場合の炭素蓄積量は 4% 増、7 割の植え替えで
9% 増、10 割の植え替えで 11% 増と試算された。
　（エ）　クリーンラーチに最適な帯状伐採方法を、
植栽試験とモデルから予測した。その結果、更新木
の十分な成長を促し、速やかに炭素蓄積量を回復さ
せるためには、上層林冠木の樹高と同等以上の伐採
幅が必要であると考えられた。

　キ　引用文献
… 1… 原山尚徳・上村章・北岡哲・宇都木玄・大野泰之・

来田和人（2012）カラマツ属 3 種のポット苗にお
ける光合成速度の温度および蒸気圧欠差に対する
反応．北方森林研究．60：29-30.

… 2）… 原山尚徳・大野泰之・上村章・来田和人・北岡
哲・宇都木玄・来田和人（2013）カラマツ類ポッ
ト苗における光合成特性の季節変化．北方森林研
究．61：57-58.

… 3）… 来田和人・内山和子・黒丸亮・今博計（2011）
グイマツ雑種 F1 さし木増殖技術の改良．北海道
の林木育種．54（1）：10-15.

… 4）… 宇都木玄・飛田博順・上村章・北岡哲・黒丸亮
（2011）クリーンラーチ（グイマツ雑種 F1）の初
期成長と被陰の影響 .…日本森林学会北海道支部論
文集．59：13-15.

　研究担当者（来田和人＊、大野泰之、黒丸　亮、
宇都木玄、上村　章、原山尚徳、韓慶民）

３　都市近郊林の温熱環境改善機能等を評価す
る技術の開発
　ア　研究目的
　身近にある都市近郊林等の緑陰を利用し、暑熱に
よる熱中症等の健康被害を回避する方法を啓蒙する
ことを目的に、エネルギー収支等による場の記述で

はなく、温熱環境など人間影響の観点から森林の気
候緩和機能に着目して、緑陰の涼しさを適切に表す
指標を探索し、今後予想される酷暑や乾燥に対する
パッシブ（受動的）な制御を与える適応策として森
林・緑陰を評価・利用し、低炭素社会の構築に寄与
する。

　イ　研究方法
　都市近郊林において、温熱環境を数値化しうる微
気象観測を実施する。森林内の物理環境形成を推定
しうる熱収支的な観測法に加え、温熱環境の算定に
必要な生気象学的手法を採用し、微気象要素を測定
する。その結果から、緑陰の涼しさを適切に表す指
標を探索するとともに、気候緩和機能と温熱環境改
善機能を調査し、定性的・定量的に解明する。また、
緩和策に貢献すべく炭素量勘定を試行する。

　ウ　研究結果
　（ア）　温熱環境指標の検討
　都市近郊林の温熱環境等を観測する試験地を森林
総合研究所・多摩森林科学園・赤沼実験林に設置し
た。当該実験林は埼玉県比企郡鳩山町に所在し、埼
玉県の都市部から近く、谷津田を含む農村部と住宅
地に囲まれた都市近郊林を代表しうる地勢を有する。
　温熱環境の評価にあたり、適用可能な指標と観測
項目（微気象要素）を検討すべく、予備観測を実施
した。屋内・屋外で使用される代表的な温熱環境指
標を算出できるよう、微気象要素を多岐にわたり測
定し、実際の測定状況やデータ処理のプロセスまで、
実利用に際して簡便であり、指標の妥当性の高いも
のを選抜した。本研究では酷暑・暑熱環境にまず視
点を当てることになるので、「WBGT 湿球黒球温度」
が最も適合性が高く、また静穏な夜間などは MRT
平均放射温度も併用することが妥当であり、測定要
素も取得が容易であることを確認した。
　温熱環境を表すには気温に加え、湿度、風速、輻
射（放射）熱を考慮して総合的に評価する必要があ
る。WBGT…湿球黒球温度は、黒球温度計（グロー
ブ温度計）と乾湿計の値から下記の計算式で算出し、
WBGT湿球黒球温度は暑さ指数とも呼ばれている 1）。
　　WBGT ＝ 0.7…NWB ＋ 0.2…GT ＋ 0.1…NDB　 屋
外で日射がある場合
　　WBGT ＝ 0.7…NWB ＋ 0.3…GT　室内あるいは屋
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外で日射が無い場合
　　　WBGT：湿球黒球温度
　　　NWB：輻射熱を防ぎ自然気流に暴露された
湿球温度、GT：黒球温度
　　　NDB：自然気流の暴露された乾球温度
　既存研究のレビュー 1）によれば、屋外の日射が
遮られた条件下では WBGT 湿球黒球温度は 2 ～
3℃低下する。酷暑条件下での日最高気温や日最高
WBGT 湿球黒球温度の数度の差異は熱中症死亡率
に大きく関わるところである。冷熱源、あるいは酷
暑のシェルターとしての緑陰の効果は期待できるも
のと考えられた。蒸散過程にある樹冠層は気温より
表面温度が下がることから、日射で温度が上昇する
遮蔽物よりも温熱環境の緩和により効果的であると
予想され、MRT 平均放射温度との評価も併用を考
慮する。
　（イ）　WBGT 湿球黒球温度による観測
　測定対象とする主な温熱環境指標を WBGT 湿球
黒球温度とし、また焦熱感や冷涼感を補完的に表現
するための微気象要素を併せて測定することとした。
長期連続に観測する項目は WBGT 湿球黒球温度の
算出のための気温・湿度、黒球温度に加えて日射量、
風向・風速、地表面温度等とした。
　観測した結果、緑陰を持つ落葉していない林分で
は、晴天条件にいずれも南中時を中心とする数時間
の昼間は、緑陰のない基準点に比較して約 1℃から
3℃、WBGT 湿球黒球温度が低下した。周囲からの
移流が多く、樹冠下の気温の低下は少なかった。こ
のことは WBGT 湿球黒球温度の低下が主に放射

（日射）の抑制の効果によるものと考えられた。

　猛暑時における日射の当たる対照区の草地と緑陰
区（ヒノキ小林分）を比較してみると、隣接する両
区では気温の差はほとんどないが、WBGT 湿球黒
球温度では 2℃から 3℃の差を生じる。この差は熱
中症指標ランクを一段階下げるほどに大きく、また
日射のある猛暑時には単木の木立や緑陰で普遍的に
観測され、緑陰の温熱環境改善機能が大きいことを
確認した。熱中症指標ランクを下げるまでに及ぶ効
果は、緑陰が暑熱シェルターとしてポテンシャルを
有していることを示す（図 123-1、表 123-1）。
　対照区と緑陰区との WBGT 湿球黒球温度の差異
は猛暑酷暑時の緑陰による温熱効果緩和を代表的
に示していると考えられたが、気温と WBGT 湿球
黒球温度との相対関係では日陰の有無に関わらず
WBGT 湿球黒球温度が常に気温より低い指示とな
り、体感での涼感とは一致しない。つまり「体感」
では日陰・緑陰がない場合、暑熱感を強く感じ、そ
れはむしろ気温より高い温度を体感している。一方、
日陰・緑陰のある場合はほぼ気温と同等か低く体感
する。参考値として黒球温度計の表面温度を放射温
度計でモニターしたが、猛暑日の日射の当たる黒球
温度計の表面温度は 50℃以上にも達し、また日陰・
緑陰にある黒球温度計の表面温度は気温と同等であ
ることが多かった。
　その一方、一般に広く使用されている WBGT 湿
球黒球温度を指標として緑陰の温熱環境緩和機能を
代表させると、緑陰の効果を WBGT 湿球黒球温度
の差異として相対的に把握できる可能性はあるもの
の、暑熱感や冷涼感といった体感に関わる効果は、
補完的な指標、あるいは新たな指標をもってしなけ

気温 WBGT
対照草地 － －
単木の陰 -0.3℃ -1.7℃
緑陰 -0.8℃ -2.6℃

(再計算；7.5cmφの黒球温度計による値)
単木の陰 -0.3℃ －2.4℃
緑陰 -0.8℃ －3.2℃

図 123-1�　緑陰と対照草地の WBGT 湿球黒球温度と
気温の日変化（2011.8.9）

表 123-1�　対照草地からの気温と WBGT 湿球黒球温
度の平均的偏差

　　　……（2011 年 8 月の晴天時　10：00 ～ 16：00）
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れば不十分と考えられた。
　（ウ）　WBGT 湿球黒球温度による室内と緑陰の
比較
　これまで緑陰の温熱環境緩和機能を、日向の草地
を対照とすることで評価してきたが、加えて室内の
温熱環境と比較することで、新たに緑陰の効果を評
価した。図 123-2 に、暑熱期の昼間晴天時における
対照草地（日向）と緑陰及び屋内（赤沼実験林庁
舎）の温度差を、時刻とともに示した。対照草地

（日向）、緑陰、屋内の気温には差はなかったものの、
WBGT 湿球黒球温度の値は日向＞屋内＞緑陰の順
となった。つまり、緑陰の遮熱効果は、日向だけで
はなく、室内にいるときよりも大きいことが計量的
にも明らかとなった。
　（エ）　緑陰の温熱環境改善機能
　開葉期の緑陰が暑熱期に継続的に有意な温熱環境
改善機能を維持することを示す。2011 年及び 2012
年の暑熱期（5 ～ 10 月）において、晴天時の昼間

（10 時～ 16 時）では、緑陰の WBGT は日向の対照
区（草地）よりおよそ 2 ～ 3℃低く、単木の影にお
いても WBGT 湿球黒球温度はおよそ 1.5 ～ 2℃低
下した。一方で、気温は対照区と緑陰の差が 1℃よ
り小さかった。気温に及ぶ緑陰の影響は小さいが、
WBGT 湿球黒球温度の低下には緑陰が有効に寄与
した（図 123-3）。また、2013 年の観測からも同様
な結果が得られた（図 123-4）。
　曇天時においては樹冠が遮る天空からの直達日射
量が元来少ないために、緑陰においては WBGT 湿
球黒球温度が大きく低下することにはならない。し
かし 1 ～ 2℃程度は低下が確認できることに加え、
曇天時は日最高気温も低くなる傾向を示すので、気
温の低下と緑陰による WBGT 湿球黒球温度の低下
により、温熱環境は厳しくはならないと予想できる

（図 123-5）。
　さらに、温熱環境改善機能と樹種の関係を明らか
にするために、5 樹種の林分と 3 樹種の単木につい
て、照草地（日向）と緑陰との温度差を調べた（図
123-6）。その結果、5 樹種の林分の緑陰の WBGT
湿球黒球温度の日向との差は 2.5 ～ 3.5℃と、気温
の差が 1℃以下であるのに比べて大きく評価された。
また、単木樹種においても、緑陰の WBGT 湿球黒
球温度の日向との差は 2℃前後であり、気温の差が
ほとんど現れていないのに比べて大きく評価された。

　以上のように、緑陰における WBGT 湿球黒球温
度の低下として表される温熱環境改善機能は開葉期
の間は維持され、また晴天曇天の別にも関わらず、
あるいは樹種にかかわらず、WBGT 湿球黒球温度
を低下させた。このことから、緑陰が有意に温熱環
境を改善させる機能を持つことが普遍的に明らかと
なった。
　（オ）　緑陰の温熱環境緩和機能の経済的評価
　経済的指標をもって、あるいは炭素勘定により温
熱環境改善機能を評価しうる手法について試算を
行った。緑陰の温熱環境緩和機能を、暑熱期昼間に
緑陰外と比較して WBGT 湿球黒球温度で 2.5℃下
げるものとして緑陰面積当たりの電力消費相当量等
を推計した。WBGT 湿球黒球温度は気温と等価で
ないが、ここでは同様なものとして取り扱った。換
算は環境省「（家庭からの二酸化炭素排出量算定用）
排出係数一覧」等によった。
　気温 1℃低下はエアコン電力消費量 10% 減をも
たらすことを根拠に、緑陰の温熱環境緩和機能を盛
夏の昼間に緑陰外と比較し－ 2.5℃の気温低減効果
として、緑陰面積当たり電力消費相当量等を推計し
た。その結果、緑陰 1…ha、時間当たり 113kw の電
力消費量縮減効果を持つという試算となった。これ
は、電気料金では約 2500 円 /h の節約であり、約
28.5…L の原油量削減、約 40…kg の CO2 排出量削減に
相当する。

　エ　考　察
　都市近郊林の温熱環境改善機能等を評価する指標
として WBGT 湿球黒球温度は体感によく対応して
おり、これにより緑陰は高い温熱環境改善機能を持
つことを計量的に評価できるようになった。また、
これにより緑陰の暑熱を緩和する機能が、一年を通
して観測された。さらに、緑陰の効果は、室内にい
るときよりも効果が高いことが明らかとなり、酷暑
猛暑の際の有効なシェルターとして乳幼児や高齢者
等の健康被害を軽減できることを示した。

　オ　今後の課題
　WBGT 湿球黒球温度を指標として緑陰の温熱環
境緩和機能を代表させると、緑陰の効果を WBGT
湿球黒球温度の差異として相対的に把握できる可能
性はあるものの、暑熱感や冷涼感といった体感に関
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わる効果は、補完的な指標、あるいは新たな指標を
もってしなければ不十分と考えられ、その対処が求
められる。

　カ　要　約
　都市近郊林における緑陰の温熱環境緩和機能を
評価する指標として WBGT 湿球黒球温度を取り上

げて評価したところ、緑陰や単木の木陰によって
WBGT 湿球黒球温度は効果的に低減し、気温に差
はない場合でも、WBGT 湿球黒球温度は日向＞屋
内＞緑陰の順となるなど、体感に沿った評価結果が
得られた。
　WBGT 湿球黒球温度を使った評価から、緑陰や
単木の木陰による温熱環境の緩和機能（暑熱の低
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減）は、普遍的に認められた。また、緑陰の温熱環
境緩和機能は、熱中症指数（危険度）を 1 ランク下
げるほどになる。さらに、ポテンシャルの暑熱環境
緩和機能は、炭素勘定することにより、大きな値と
なることが明らかになった。
　このように、WBGT 湿球黒球温度は温熱環境緩
和機能を評価する指標として適したものであると考
えられた。この WBGT 湿球黒球温度を用いること
により、緑陰の利用をエビデンスに裏打ちされた適
応策として広めることが可能となる。

　キ　引用文献
… 1）… 環境省環境保健部環境安全課（2014）暑さ指数
（WBGT）：熱中症予防のための指標．熱中症環境
保健マニュアル．60-61.

　研究担当者（岡野通明＊）

４　統合モデルの開発と将来予測に基づく温暖
化施策のベストミックスの提案
　ア　研究目的
　森林分野の温暖化緩和策を検討する場合、森林・
林業・木材での個別対策をいかに有機的に関連付け
て効果的な施策とするかが重要である。この時、そ
れぞれ個別の対策はシナジーだけではなく、トレー
ドオフの関係を持つものもあることに留意する必要
がある。
　そこで、森林・林業・木材利用を通した炭素吸収
量推定の統合モデルを開発し、将来の気候変動を反
映した気候シナリオと、林業・木材利用に関する複
数の施策シナリオのもと、2050 年までの中長期的
な予測を行う。各施策シナリオによる予測結果を評
価・分析し、森林・林業・木材利用における温暖化
施策の最適な組み合わせ（ベストミックス）を提示
する手法を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　日本全国を対象とし、環境要因や立地要因
から森林の生産量を推定する森林モデル、伐採面積
や伐採量を予測する林業モデル、そして製品別に木
材利用量を予測する木材モデルから成る、森林・林
業・木材利用を通した炭素吸収量推定の統合モデル

を開発する。
　（イ）　森林資源の状況や林業労働力、林業機械、
林道・作業道、林業補助金、コスト及び将来的な木
材需要予測と木材利用施策を元に、森林・林業、木
材利用に関する施策シナリオを開発するとともに、
実行可能性としての成立条件を明らかにする。
　（ウ）　森林・林業・木材利用を通した炭素吸収量
推定の統合モデルと、複数の施策シナリオにより
2050 年までの中長期的な予測を行い、森林・林業・
木材利用における温暖化施策のベストミックスを提
示する手法を開発する。

　ウ　研究結果
　（ア）　森林・林業・木材利用を通した炭素吸収量
推定の統合モデルの開発
　森林分野の緩和策を検討する場合、森林による吸
収量と木材利用による排出削減量の両者を評価する
必要性がある。しかし、森林による吸収と木材利用
による排出削減は深く関連しており、地球温暖化の
影響や対策の効果を反映する、森林・林業・木材を
通した森林炭素統合モデル（以下、統合モデルと称
す）を開発した。
　統合モデルは、環境要因や立地要因から森林の生
産量を推定する森林モデル、伐採面積や伐採量を予
測する林業モデル、そして製品別に木材利用量を予
測する木材モデルから成る（図 124-1）。施策シナ
リオを背景に林業モデルが素材生産量を推定し、そ
れを素材生産量の推定値などを森林モデルと木材モ
デルに受け渡し各モデルで推定を行うという構造と
なっている。
　　ａ　森林モデル
　予測の初期値となる現在の森林資源情報について
は、1…km 四方の 3 次メッシュを利用し、森林簿情
報を基礎とする国家森林資源データベースと森林資
源モニタリング調査から森林データベースを作成し
た。森林モデルは植生モデルと土壌モデルから成り、
資源と気候に応じた成長と炭素増加と算出すると同
時に、シナリオに基づいた伐採と炭素減少を算出し、
森林データベースを順次更新していくという構造を
持つ（図 124-2）。森林タイプは、スギ、ヒノキ、カ
ラマツ、天然林（主に広葉樹）、その他（マツ、エ
ゾマツ、トドマツ）という区分とした。また、広葉
樹天然林については、リモートセンシングと地上調

─ 50 ─



査から森林分布図を作成し、これを利用して常緑林
と落葉林を区分し、炭素蓄積量推定に反映した。
　　ｂ　木材モデル
　建築、家具、紙、土木それぞれについて、炭素貯
蔵効果、省エネルギー効果、化石燃料代替効果を定
量的に評価するためのモデルを開発した。
　我が国の木材はパルプ用材を除くと多く（60 ～
70%）が建築向けに利用されており、続いて家具、
梱包材、土木向けなどが多いと推測される。また紙
も木材製品の一種であり非常に多くの量が社会利用
されている。このうち製品寿命の長い建築及び家具、
製品寿命は短いものの量が膨大である紙に加え、将
来需要増が見込まれる土木を加えた 4 部門を木材利
用モデルの対象とした。
　どの部門についても木材投入量はある程度統計を
用いて把握できるものの廃棄量の把握が難しく、現
状のストック量を推計することが困難であるため、

本モデルは投入量からストック量を推計する構造と
なっている（図 124-3）。これまでの成果では国産
材・輸入材の別は検討していないが、林業モデルか
らの出力をもらうことで今後検討する予定である。
　推計の概要は以下のとおりである。炭素貯蔵効果
については、建築における年々の木材ストック量を
算出し、炭素量に換算することにより、国内におけ
る伐採木材製品の利用による炭素吸収・排出量を評
価した。省エネルギー効果については、木造・木製
にすることによる、排出量の原単位を求めて推定し
た。また、化石燃料代替効果については、エネル
ギー利用された木材量から発熱量を推定し、それを
重油換算して推定した。
　（イ）　施策シナリオの開発と実行可能性の検討
　　ａ　施策シナリオの開発
　将来予測の結果は、これから行う施策によって大
きく変化する。そのため、林業と木材利用に注目し、

図 124-1　森林・林業・木材を通した森林炭素統合モデル

図 124-2　森林モデルと森林データベースの関係
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伐採を控えて資源を温存する「資源温存シナリオ」、
現状の施策を延長する「現状シナリオ」、緩やかに
林業・木材利用の振興を進める「緩やかな伐採増加
シナリオ」、森林所有者の意向を反映した「所有者
意向シナリオ」、新森林林業基本計画に沿った積極
的な林業生産を行う「新基本計画シナリオ」といっ
た五つの施策シナリオを作成した（表 124-1）。た
だし、これらのシナリオは全て施策によってコント
ロールできるものではなく、実際には、林業及び競
合する資材に関する技術発展や、世界の政治経済状
況、それに森林所有者の意識変化によっても大きく
変化する。ここでは、予測を行うための施策と連動
したシナリオと理解してもらいたい。
　以下、施策シナリオとそれにもとづく具体的な指
標について解説する。
　　（ａ）　林業の指標
　現状シナリオでは、将来、齢級構成が高齢化して
も主伐面積が近年の実績値と変わらずに、森林の高
齢化が継続し、生産量の増加はわずかであるとした。
人工造林面積も近年の実績値から変化しないものと
想定した。
　緩やかな振興シナリオでは、既存人工林の伐採齢
級を分散させながら、最終的には 200 年生までにフ
ル活用することを想定して、80 年生までに約 2 割、
100 年生までに 1/3 程度を皆伐するような伐採計画

とした。生産量は 2050 年までには初期の 2 倍以上
に増加する。
　一方、資源温存シナリオでは、木材自給率を一定
に維持し、木材需要の減少に合わせて、国産材生産
量も減少するものとした。五つのシナリオのうち、
最も伐採量が少なく、森林の蓄積を温存するシナリ
オである。
　所有者意向シナリオでは、森林組合に加入する森
林所有者に対する意向調査結果をふまえて、樹種や
地方によって異なるが、2011 ～ 2030 年の 20 年間
に 15 ～ 30%、2031 ～ 2050 年には 25 ～ 30% の人
工林が皆伐されるものとした。年伐採面積率は 0.75
～ 1.5% となり、現状に比べて極めて高く、五つの
シナリオの中で最も伐採が多いシナリオとなった。
　新基本計画シナリオは、2011 年 7 月に策定され
た森林・林業基本計画及び 2014 年 4 月から 2029 年
3 月までの全国森林計画に整合するように作成した
シナリオである。伐捨て間伐から利用間伐への移行
と、主伐の増加により、国産材生産量を 2020 年に
3900 万 m3、2030 年に 5000 万 m3 に増加させ、造
林面積も 15 年間の年平均 63000…ha に増加させるシ
ナリオで、五つのシナリオのうちでは、所有者意向
シナリオに次いで 2 番目に伐採が活発なシナリオで
ある。2030 年以降も 2030 年と同様の活発な伐採・
造林が 2050 年まで続くものとした。

図 124-3　木材モデルの構造
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　間伐材の利用率については、全てのシナリオで対
象林齢の上昇に伴って高まることを想定しているが、
とりわけ新基本計画シナリオでは 2020 年に間伐材
積の 8 割が利用されるよう急速に利用率が高まるも
のとした。
　　（ｂ）　木材利用の指標
　木材利用の指標としては、建築・家具部門におけ
る木造・木製率と土木分野での木材利用拡大に注目
して 3 種類の指標を設定した。
　建築床面積・家具生産個数の木造・木製率はこの
30 年 35% 前後で推移しており、また土木木材利用
量の推計では年間 100 万 m3 程度である。この値を
現状と同等として「資源温存シナリオ」と「現状シ
ナリオ」の指標として用いた。
　また、「公共建築物等木材利用促進法」により、
非居住用建築物の木造化や土木木材利用の復興が期
待される。木造で建築可能な 3 階建以下の着工床
面積は約 7 割で、中層・中大規模建築の木造化も
期待でき、家具においても木製化の制限は特にな
い。土木学会木材工学委員会・森林学会・木材学会
では、2020 年における土木木材利用を 400 万 m3 に
拡大するロードマップを提言している。それらを考
慮し、2050 年における建築・家具の木造・木製率
70%、土木木材利用 600 万 m3 といった指標を積極
的な振興として「所有者意向シナリオ」と「新基本
計画シナリオ」に用いた。
　さらに、上記 2 種類の指標の中間的な値である木
造・木製率 50%、土木木材利用 300 万 m3 を「緩や

かな伐採増加シナリオ」に用いた。
　　ｂ　実行可能性の検討
　　（ａ）　林業施策の実行可能性
　地位、地利、労賃、苗木価格等を全国 50…m メッ
シュ毎に算出したデータを基に、針葉樹人工林を皆
伐した際の収支、再造林コストを推定し、50…m メッ
シュ毎の皆伐及び再造林の可否について判定を行い、
木材価格、伐期等が皆伐・再造林に与える影響を地
域別に解析した。
　その結果、スギでは、経営的に再造林が可能な
面積割合を 50% 以上にするためには、丸太価格が
1 万円 /m3 以上必要であるという結果となった。た
だし、1 万円 /m3 では、苗木価格、労賃、道路網の
面で有利な九州地方に再造林可能地域が集中し、そ
の他の地域では再造林可能面積割合が 20% 未満と
いう結果となった。全国的に再造林が 50% 程度行
われるためには 11000 ～ 12000 円 /m3 程度の木材
価格が必要である。同様にヒノキでは 17000 円 /m3、
カラマツでは 9000 円 /m3 程度の木材価格が再造林
のためには必要であるという結果となった。
　伐採量の多い県を中心に聞き取り調査を実施した
ところ、再造林率が低い地域の多くは、苗木及び労
働力不足が主な要因であった。最近の市況では設定
した木材価格と比べ、スギ、カラマツ価格が上昇、
ヒノキ価格が下落傾向にあり、東北地方ではスギか
らカラマツ、九州地方ではヒノキからスギへ樹種転
換する事例が増加し、東北地方のカラマツ苗、九州
地方のスギ苗の供給が不足している現状にあった。

表 124-1　五つの施策シナリオと指標
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労働力・苗木不足は再造林コストの増加にもつなが
るため、これに対応した適切な施策を実施する必要
がある。
　　（ｂ）　木材利用施策の実行可能性
　国内外の木材市場動向、国内木材産業における

（外材から国産材への）原料転換及びそれに伴う設
備投資の状況などに関するこれまでの検討結果から、
五つの施策シナリオのいずれにおいても、市場に供
給された国産材素材は全て需要されると考えられた。
ただし、これが実現されるためには、①各種林産工
場が、森林資源の分布に対応する形で全国に適切に
立地すること、②市場競争力の観点から、それらの
工場は、年間原木消費量にして 5 万 m3（製材工場）、
10 万 m3（合板工場）以上の規模を有すること、③
この規模の工場が必要とする量の原木を、外材素材
以下の価格水準で供給する体制が全国に構築される
こと―の各条件が満たされる必要がある。
　（ウ）　統合モデルによる将来予測と温暖化施策の
ベストミックスを提示手する法の開発
　　ａ　統合モデルによる将来予測
　五つの施策シナリオをもとに、森林炭素統合モデ
ルを使って 2050 年までの予測を行い、その結果を
図 124-4 にまとめた。ここで、森林・林業・木材利
用を通した緩和効果の評価方法として、森林による
炭素蓄積変化量、木材の炭素貯蔵効果による炭素蓄
積変化量、木材の省エネ効果による排出削減量、化
石燃料代替効果による排出削減量を総和した総炭素
変化量を用いた。この方法は、中長期的な緩和策を
検討するために用いるもの、現在の京都議定書にも
とづく二酸化炭素の吸排出量の算定手法と異なるこ
とを注意したい。なお、総炭素変化量は炭素トン／
年の表記だが、これを CO2 換算する場合は、分子
量の比である 44/12 を乗ずる。
　森林の炭素変化量は、資源温存・現状シナリオに
おいて大きく、伐採増加・所有者意向・新基本計画
シナリオにおいて比較的低かった。これは、伐採量
に応じた差であり、伐採によって炭素が持ち出され
る事が反映されたものである。また、各シナリオに
おいて炭素変化量の多少の上下はあるものの、2050
年に向けて大きく減少・増大するものは無かった。
なお、各シナリオは同じように炭素変化量が上下し
ており、これは気候シナリオの気温や降水量の年々
変動が森林の成長に変動を与えているものと考えて

良い。
　一方、木材利用のシナリオの指標は 3 種類であり、
それが大きく炭素変化量の予測に差をつけた。資源
温存・現状シナリオでは年を追うごとに小さくなっ
ているが、森林の伐採量が小さいことが炭素蓄積を
減らし、連動して省エネ・化石燃料代替による排出
削減も小さくなるためである。一方、木材利用を積
極的に進める所有者意向・新基本計画シナリオは、
特に排出削減量が大きいことが分かった。
　総炭素変化量の年変化は、木材利用による効果が
加わったため、森林による吸収量と比較して各シナ
リオの差が小さくなった。特に 2040 年以降になる
と差が小さくなり、2050 年時のシナリオの順序は
高いものから資源温存シナリオ、現状シナリオの順
だが、緩やかな伐採増加シナリオと新基本計画シナ
リオの差がほとんど無くなることが分かった。
　図 124-5 には、2030 年時、2050 年時の各シナリ
オの炭素変化量の内訳を示した。各シナリオにより、
炭素変化量の内訳は大きく変化することが分かっ
た。資源温存・現状シナリオにおいては、森林によ
る吸収量、特に天然林による吸収量が大きく、緩や
かな伐採増加シナリオの森林吸収量は現状シナリ
オの 55%、新基本計画シナリオでは 47% となった。
資源温存・現状シナリオにおいては、木材炭素が排
出源となっているが、これは人口減少による木材需
要の減少によるものである。所有者意向シナリオは、
伐採量が非常に大きくなるために、森林は排出源に
転じる予測となった。一方、緩やかな伐採増加シナ
リオや新基本計画シナリオでは省エネルギー効果と
化石燃料代替効果による排出削減量が非常に大きく
なった。その結果、2050 年の森林による吸収量と
木材利用による排出削減量を足し上げた総炭素変化
量については、緩やかな伐採増加シナリオでは現状
シナリオ比較して 75%、新基本計画シナリオでは
88% と大差なかった。
　さらに、図 124-6 には 2010 ～ 2050 年の炭素変化
量の累積値をシナリオ別に示した。このグラフから
は、資源温存及び現状シナリオの優位性は同じであ
るが、その次に緩やかな伐採増加シナリオが位置し
その値は現状シナリオの 85% とわずかな差であっ
た。新基本計画シナリオは、現状シナリオの 63%
となったが、その理由として伐採の大きさと更新さ
れた林分がまだ若齢であることが考えられる。新基
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本計画では再造林率の向上と優良品種の利用促進を
緩和策として採用するが、その効果は更新された林
分の多くが旺盛な成長期に入る頃に顕著となるだろ
う。この研究では 2050 年までを予測期間としてい
るが、新基本計画シナリオの特徴や優位性が現れる
のはそれよりも後になることが推察される。中長期
の予測や比較を行う場合、予測の期間によって評価
が変わることを認識しておく必要がある。
　　ｂ　温暖化施策のベストミックスを提示する手
法の開発
　実際の施策の選択は、地球温暖化緩和効果ばかり
ではなく、地域振興や産業振興の視点、さらに他の
森林の機能の評価を加えて総合的に判断することに
なる。そのような関連する計画や目標を考慮するこ
とを含めたフローチャートを示した（図 124-7）。こ

れを森林・林業・木材利用における温暖化施策の最
適な組み合わせ（ベストミックス）を提示する手法
として提案した。

　エ　考　察
　予測結果は、以下のようにまとめられる。
　（ア）　いずれのシナリオにおいても、森林による
吸収量は中期的には安定し、森林が排出源側に転じ
ることはない。
　（イ）　緩和を考慮した木材利用による CO2 排出
削減効果は、森林による吸収量と匹敵する。
　（ウ）　施策シナリオにより森林吸収量と木材利用
による排出削減量の内訳は大きく変化する。
　（エ）　伐採量の増加は森林の吸収量を減少させる
ものの、緩和を考慮した木材利用の推進により排出

図 124-4　森林と木材利用による炭素変化量
左上は森林での炭素変化量、左下は木材による炭素変化量（炭素貯蔵効果）と排出
削減量（省エネ効果及び化石燃料代替効果）の合算値。右は森林と木材利用による
値を全て合計した炭素変化量を示す。

図 124-5　炭素変化量の将来予測の内訳
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削減量が増加し、吸収量低下の多くをカバーする。
　（オ）　比較の時点や方法、また予測の長さで比較
の結果は変わる。
　実際の施策の選択は、図 124-6 でも示したように、
地球温暖化緩和効果ばかりではなく、地域振興や産
業振興の視点、さらに他の森林の機能の評価を加え
て総合的に判断することになる。例えば、ここで評
価した緩和効果と、地域振興や産業振興といった視
点を持てば、緩やかな伐採増加シナリオや新基本計
画シナリオの周辺が、緩和効果としては現状シナリ
オと大きな差はなく、同時に林業振興、木材産業振
興が進められるという点で現実的な目標となるので
はないか。

　オ　今後の課題
　本課題は、森林分野の緩和策を検討する場合に、
森林による吸収量と木材利用による排出削減量と
いった、トレードオフの関係にある両者を関連させ
て評価する必要性を取り上げ、それらを連動して作
動する統合モデルを開発し、将来予測によりその分
析を行ったものである。この結果によれば、現在、
明示的には算定されていない木材利用による省エネ
効果・代替効果は、森林による吸収量と同レベルの
効果をもたらすことから、今後の国内の施策におい
ては、木材利用による温暖化対策に重きを置く必要
を示すものである。
　一方、このモデルにおいては、地球温暖化がもた
らす負の影響が余り考慮されていない。具体的には、

近年浮かび上がってきた、地球温暖化がもたらす気
温の上昇と降雨量の変化が人工林の成長を抑制する
懸念や、強大化する台風による風害などの気象害が
掲げられる。今後、このような温暖化による森林へ
の影響とそれに対する適応策について、研究の余地
が大きい。

　カ　要　約
　森林分野の温暖化緩和策を検討するため、森林・
林業・木材利用を通した炭素吸収量推定の統合モデ
ルを開発し、林業・木材利用に関する五つの施策シ
ナリオのもと、2050 年までの中長期的な予測を行っ
た。
　その結果、以下の結果が得られた。
　（ア）　いずれのシナリオにおいても、森林による
吸収量は中期的には安定し、森林が排出源側に転じ
ることはない。
　（イ）　緩和を考慮した木材利用による CO2 排出
削減効果は、森林による吸収量と匹敵する。
　（ウ）　施策シナリオにより森林吸収量と木材利用
による排出削減量の内訳は大きく変化する。
　（エ）　伐採量の増加は森林の吸収量を減少させる
ものの、緩和を考慮した木材利用の推進により排出
削減量が増加し、吸収量低下の多くをカバーする。
　（オ）　比較の時点や方法、また予測の長さで比較
の結果は変わる。
　この結果をふまえ、関連する計画や目標を考慮す
ることを含めたフローチャートを示し、これを森

図 124-6　2010 ～ 2050 年の総炭素変化量の積算値 図 124-7�　森林・林業・木材利用における温暖化施策
の最適な組み合わせ（ベストミックス）を提
示するためのフローチャート

─ 56 ─



林・林業・木材利用における温暖化施策の最適な組
み合わせ（ベストミックス）を提示する手法として
提案した。

　研究担当者（松本光朗＊、光田　靖、外崎真理雄、
鹿又秀聡、岡野通明、嶋瀬拓也、近藤洋史、田中邦宏）
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１　長期モニタリングと群落微気象モデルによ
る森林群落炭素収支の変動予測
　ア　研究目的
　森林総合研究所フラックス観測ネットワーク 1）

では気候条件の異なる全国 6 か所（札幌、安比、川
越、富士吉田、山城、鹿北の各サイト）の森林で炭
素収支のモニタリングを実施してきた。長期モニタ
リングにより様々な温暖化因子と影響を検出し、森
林群落の炭素収支への影響を明らかにする。また、
群落微気象モデルと生態系プロセスモデルを活用し
て、温暖化シナリオに基づく森林群落の炭素吸収量
の将来予測、森林被害や森林施業等による炭素吸収
量への影響予測を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　微気象学的方法による長期モニタリングと
温暖化影響の検出
　2000 年より開始された各サイト（川越サイトで
は 1995 ～ 2002 年）でのモニタリングデータのデー
タベース化と観測の継続を行う。これらの長期モニ
タリングデータから、地球温暖化に関係する気象

（気温、積雪、CO2 濃度など）や植生（植物季節な
ど）の因子を抽出し、炭素収支への影響を調べる。
　（イ）　温暖化による森林動態が炭素収支に及ぼす
影響及び将来予測
　温暖化による温度上昇などが森林生態系の炭素収
支に及ぼす影響を明らかにするため、群落微気象モ
デル 2）と生態系プロセスモデル Biome-BGC3）を併
用して予測を行う。また、温暖化予測値（MIROC-H,…
A1B シナリオ）を用いて森林炭素収支の将来変動
を予測する。
　（ウ）　森林被害等の炭素収支への影響評価
　長期モニタリング継続中の札幌サイトでは 2004
年に台風による風倒被害が、安比サイトでは 2007
年にブナアオシャチホコによる虫害が発生した。こ

のような森林撹乱は森林の炭素収支に大きな影響を
及ぼすことから、微気象学的手法と生態学的手法を
併用して炭素収支の詳細な構造と経年変化を明らか
にする。更に、Biome-BGC を用いて、被害を受け
た森林の炭素収支の将来予測を行う。

　ウ　研究結果
　（ア）　温暖化因子の検出と炭素収支への影響
　温暖化の直接の原因とされる CO2 濃度の経年変
化を図 211-1 に示す。最近約 10 年の濃度上昇率は、
札幌で 2.03…ppm/ 年、安比で 2.22…ppm/ 年、富士吉
田で 2.40…ppm/ 年、山城で 0.57…ppm/ 年となった。
ハワイ・マウナロア 4）や岩手県綾里 5）で行われて
いる長期モニタリングでは、最近 10 年の上昇率
はそれ以前よりも大きく、それぞれ 2.02…ppm/ 年、
1.99…ppm/ 年であった。森林上での CO2 濃度の増加
率はこれらのモニタリングサイトと同程度である
が、森林上での濃度の季節変動は落葉広葉樹で大き
く、常緑針葉樹で小さくなることが示された。
　気温変化の長期トレンドを分析するには 10 年余
りの観測期間は短いため、図 211-2 に示す札幌サイ
トの例では札幌気象台の 130 年余りの平均気温の変
化と比較した。札幌気象台の気温は約 0.02℃ / 年で
上昇する傾向を示している。最近 15 年間を札幌サ
イトと比較すると、札幌サイトの平均気温は 1.8℃
低い値を示した。両者の短期間の年々変化の傾向は
ほぼ一致するが、森林上と都市部を比べると気温差
が長期的に大きくなっていることが示された 6）。
　落葉広葉樹林（札幌サイト、安比サイト）では
フェノロジーの年々の違いが大きいことが示され
た（図 211-3）。フェノロジーは積算気温により変化
して成長期間と関係するため炭素収支に影響を及ぼ
す。
　（イ）　温暖化による森林動態が炭素収支に及ぼす
影響及び将来予測

第２編�　地球温暖化が森林及び・林業分野に与える影響評価と適応技
術の開発

第１章�　森林における精度の高い温室効果ガスのモニタリングと炭素
収支への影響評価
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　群落微気象モデルと生態系プロセスモデルの各
種パラメータを、サイトの生態系総生産量（GPP）、
生態系呼吸量（Re）、生態系純生産量（NEP）、葉
面積指数（LAI）、生態系内の各種炭素プールの量
などの観測値と計算値が合うように最適化した。鹿

北及び富士吉田サイトでは群落微気象モデルを、札
幌サイトでは Biome-BGC を用いて温暖化を想定し
た昇温実験を行った（図 211-4）。それぞれの実験
サイトは、鹿北と富士吉田が常緑針葉樹林、札幌は
落葉広葉樹林で森林タイプと気候条件が異なって

図 211-1　CO2 濃度の経年変化

図 211-2　平均気温の長期変化（札幌サイト及び札幌管区気象台）

図 211-3　落葉広葉樹林における開葉日の経年変化
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いる。GPP は温暖化により増加する傾向にあるが、
温度に対する感度は比較的小さかった。Re は温暖
化による変化が大きく、気温の高い立地条件にある
森林ほど Re は大きく増加した。GPP と Re の差で
ある NEP（炭素吸収量）は温暖化に対して場所に
より異なった変化を示し、比較的寒冷な札幌サイト
では NEP は温暖化によりわずかに増加する傾向を
示したが、現在でも気温の高い富士吉田や鹿北サイ
トでは温暖化により NEP は減少する傾向を示した。
炭素吸収量の減少は気温の高い鹿北の方が顕著で、
気温が 3℃上昇すると森林は炭素の吸収源から放出
源に転じることが示された。サイトにより樹種、気
温、降水量などの立地条件が異なるものの、温暖化
が森林の炭素吸収量へ及ぼす影響は地域により異な
ることが示唆された。
　 温 暖 化 の 予 測 値（MIROC-H…A1B） を Biome-
BGC に適応して、札幌サイトの炭素収支と蓄積量
の 2100 年（札幌では 2100 年までに気温が約 4℃上
昇）までの将来予測を行った。比較のため、現在の
気候が継続した場合の炭素収支を示してある（図

211-5）。現在の気候条件では GPP が 2020 年頃に
ピークとなりその後わずかに減少し、Re はわずか
に増加する結果となった。一方、温暖化した場合
は 100 年後まで GPP、Re ともに顕著な増加が続く
結果となった。両者の差である炭素吸収量 NEP は、
違いはわずかであるものの温暖化した場合の方が多
い傾向が続いた。蓄積量は現在の気候ではバイオマ
スの増加が 2100 年にはほぼ停止するが、温暖化し
た場合はバイオマスの増加が継続する傾向が示され
た。
　（ウ）　森林被害等の炭素収支への影響評価
　長期モニタリング継続中に、2 か所のサイトで顕
著な森林撹乱が発生した。安比サイトでは 2007 年
にブナアオシャチホコの大発生による食害が起こっ
た。また、札幌サイトでは 2014 年に台風による風
害で約 40% の樹木が被害を受け、風倒木は森林内
に残置された。虫害や風害などは温暖化に伴い増加
することが予想され、森林の炭素収支へも大きな影
響を及ぼすことが懸念される。安比サイトと札幌サ
イトの炭素収支の経年変化をそれぞれ図 211-6 と図

図 211-4　気温上昇に伴う NEP の変化
NEP0 は札幌、富士吉田、鹿北でそれぞれ 2.64，4.89，…4.29…tC/ha

図 211-5�　現在の気候と温暖化シナリオ（MIROC-H…
AIB）による 2100 年までの炭素収支の予測

（札幌）
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211-7 に示す。安比サイトの食害は GPP と NEP を
大きく減少させたが、影響は発生年だけで収まっ
た。しかし、大発生の周期は 8 年から 11 年と報告
されており、長期の炭素吸収量に 1 割程度の影響を
及ぼすと考えられる。札幌サイトは撹乱発生後に森
林は炭素吸収源から放出源に転じた。生態学的な調
査から、ササのバイオマスの顕著な増加は撹乱後 4
年で停止し、その後はほぼ一定値で維持された（図
211-8）。撹乱直後のササの成長により、撹乱前に比
べて GPP がわずかな減少で止まったと考えられる。
一方、撹乱により供給された粗大有機物の分解が次
第に増加したため、炭素放出量は 2010 年まで増加
傾向を示した。このような長期にわたる炭素収支と

蓄積量の変化を Biome-BGC を用いて 2100 年まで
予測した。観測で示された炭素の放出のピークは撹
乱の 6 年後となり（図 211-7）、モデルの結果（図
211-9…A）とほぼ一致した。予測結果によると放出
から吸収に転ずるのは 11 年後（B）、撹乱後に放出
した炭素の積算量を吸収するのは 21 年後（C）、バ
イオマス量が撹乱前まで回復するのが 23 年後（D）
と予想された。立木の枯死をともなう大規模な撹乱
は、炭素収支の視点で影響が長く続くことがわかっ
た。

　エ　考　察
　（ア）　長期モニタリングの必要性

図 211-6　安比サイトの炭素収支の経年変化

図 211-8　撹乱を受けた札幌サイトのササバイオマスの変化

図 211-7　札幌サイトの炭素収支の経年変化
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　フェノロジーや積雪期間の違いは気候の年々変動
の影響を受けると共に、森林の炭素収支にも影響を
及ぼしている。安比サイトの例では 7）、成長期にお
ける積算気温と NEP、落葉期における無積雪日数
と Re の間に高い相関が認められ（図 211-10、211-
11）、開葉から落葉及び根雪の終了から開始に至る季
節変化が森林の炭素収支に影響していることが示さ
れた。ただし、これらは年々の気象変動による偏差
を示しており、図 211-2 で示されるような長期的な
温暖化傾向の影響との関係は明確ではない。短期間
の観測結果にもとづくモデル予測の結果から、図
211-4 や図 211-5 のような炭素収支の変化は予測さ
れるものの、予測値の不確実性まで検証されてはい
ない。長期的な視点に立った森林での気象や炭素収
支などの観測はまだまだ不十分である。
　（イ）　撹乱を考慮した炭素吸収量の評価

　森林生態系の炭素吸収量は様々な撹乱（気候変
化、森林伐採、山火事、病虫害、風害など）の影響
を受けることが指摘されている 8）。撹乱の種類、強
度や頻度などが炭素収支に長期にわたり影響する
が、詳細な炭素収支と蓄積量の変化は不明な点が多
い。本研究でもフラックス観測、生態学的な手法と
モデルを連携させ、撹乱に伴う炭素動態を詳細にモ
ニタリング及び予測してきた。撹乱が影響したサイ
トを多く含む 74 サイトと札幌サイトの炭素収支の
比較を図 211-12 に示す。撹乱後全てのサイトで炭
素吸収量は減少し、多くのサイトは炭素吸収から放
出へ転じている（GPP/Re<1）。放出の大きさと継
続期間は撹乱の状態により様々であるが、全てのサ
イトで撹乱から 15 年程度で森林は炭素の吸収源に
戻っている。札幌サイトは撹乱直後の放出量は少な
いものの、他のサイトに比べて回復までに長い時間

図 211-9　撹乱を受けた札幌サイトの炭素動態の将来予測
炭素収支の補償点
　A：放出のピーク
　B：放出→吸収（NEP ＝ 0）
　C：放出分を吸収＝全炭素の回復（積算 NEP ＝ 0）
　D：バイオマス量が回復
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を要することが予想される。風倒被害では、枯死し
て林床に供給された粗大有機物が全て分解（呼吸）
の材料となったことが原因であると推測される。撹
乱からの年数や林齢が大きな森林でも炭素吸収量は
維持されており、撹乱の影響が無い成熟した森林で
は炭素吸収量の減少は大きくないことを示してい
る。撹乱の発生から 20 年程度は森林が炭素の放出
源となる可能性があることを考慮すると、その期間
に放出される炭素の積算量は森林の炭素蓄積量にか
なりの影響を及ぼしている。

　オ　今後の課題
　気候変動を把握するには長期にわたる継続観測が
不可欠で、特に都市部でない森林上での気象デ－タ
は少なく、本プロジェクト期間だけでは不十分であ
る。生態学的な調査、モデルやリモートセンシング
と連携することで炭素動態を詳細に予測することが
可能となるが、そのためにはさらに多くの基礎デ－
タを蓄積する必要がある。

　カ　要　約
　長期モニタリングにより、様々な温暖化因子の検
出と森林群落の炭素収支への影響を明らかにした。

図 211-10�　安比サイトの成長期における積算気温
Tac と NEP の関係

図 211-12　撹乱後の炭素吸収効率…（GPP/Re）の変化

図 211-11�　安比サイトの落葉期における無積雪日数
と Re の関係
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群落微気象モデルと生態系プロセスモデルを活用し
て、温暖化シナリオに基づく森林群落の炭素吸収量
の将来予測、森林被害や森林施業等による炭素吸収
量への影響予測を行った。短期間の観測結果だけか
らは森林上の環境変化を十分に抽出することはでき
なかった。気温の高い地域にある森林ほど予想され
る温暖化に対して炭素吸収量の減少が大きいことが
予想された。また、温暖化の影響により増加が予想
される森林撹乱は、長期の炭素収支に大きな影響を
及ぼすことが示された。
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１　温暖化が常緑広葉樹の分布に与える影響予
測と過去の温暖化影響の検出の技術開発
　ア　研究目的
　気候変化シナリオに基づく温暖化の森林生態系の
予測は、欧米では多数あるが、アジアには少ない。
日本では、温暖化によりブナ林などの生育域が大幅
に縮小することが予測されている。近年の温暖化が
影響している可能性のある森林現象として、いくつ
かの事例が挙げられている（環境省地球温暖化影
響・適応研究委員会）1）。しかし、このような事例
は類推の段階で、温暖化影響を検出した科学論文は
少ない。今後は、将来の温暖化影響予測とともに、
過去の影響検出も同時に行うことが必要である。本
研究では、温暖化に伴い分布域が拡大すると予想さ
れる常緑広葉樹を対象に、温暖化の影響を予測する
とともに、過去の温暖化の影響を検出することを目
的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　統計モデルによる温暖化の常緑広葉樹の生
育域への影響予測
　気候変数からアカガシの分布を予測する統計モデ
ルを用いて、温暖化に伴うアカガシの分布への影響
評価を行った（Nakao…et…al.）2）。
　　ａ　植物分布データと気候データ
　対象地域は、常緑広葉樹林が分布する九州、四
国、本州とした。アカガシの分布データ（以下、
PADD:…Presence…/…absence…distribution…data） に
は、植物社会学データベース（PRDB）の 2006 年
7 月版から抽出したデータを用いた（図 221-1a）。
データの総数は 11070、アカガシの在地点数は 651
である。検証用データとして、Horikawa3） のア
カガシの分布図をデジタル化し、幾何補正した空
間解像度が 2 次メッシュ（約 10…km × 10…km）の
分布データを用いた（以下、HODD:…Horikawa’s…
distribution…data;…図 221-1b）。気候データには、気
象庁の 3 次メッシュ気候値（気象庁）4）より、暖
かさの指数（WI）、最寒月最低気温（TMC）、夏
期降水量（PRS）、冬期降水量（PRW）の 4 気候値
を算出して用いた。温暖化の気候変化シナリオは、

RCM20 と MIROC の 2081 年～ 2100 年の平均値を
用いた。土地利用データは、第 3 回自然環境保全基
礎調査の植生図をもとに作成した。人工林（61 凡
例）、田畑（42 凡例）、人工構造物（28 凡例）とな
るポリゴン（計 141 凡例）の占有割合を 3 次メッ
シュごとにカウントし、各 3 次メッシュの陸域に対
する百分率を土地利用データとした。
　　ｂ　モデルの構築と精度検証及び潜在生育域

（PH）の予測
　アカガシの在 / 不在を応答変数、4 気候値を
説 明 変 数 と し て、RandomForest（ 以 下、RF… ;…
Breiman5））を用いてモデルを構築した。構築した
モデルより、現在及び 2081 ～ 2100 年（RCM20、
MIROC） の 気 候 的 な 潜 在 生 育 域（ 以 下、PH;…
potential…habitat） を 予 測 し た。 予 測 精 度 評 価
は、ROC 解析より得られる AUC を用いた。同様
に ROC 解析から、分布データとの整合性が最も
高くなる出現確率を求め、閾値以上の地域を適域

（suitable…habitat）とした。さらに、出現確率が 0.01
以上から閾値未満を辺縁域（marginal…habitat）、こ
れらを合わせた地域を PH とした。AUC 及び閾値
は、PADD からブートストラップ法により抽出し
たデータを検証データとして、100 回の繰り返し計
算を行った結果の平均値とした。
　　ｃ　土地利用を考慮した PH の推定と温暖化予
測
　HODD のアカガシ北限（北緯 38°30’）に基づ
き、北限以北の PH はアカガシが分布しないので、
潜在非生育域（potential…non-habitat）と同等に扱っ
た。さらに土地利用データをもとに、北限以北を
除いた PH から任意（0.1 から 0.9 まで 0.1 刻み）の
土地改変率以上の地域を逐次除いていき、PADD
との的中度が最も高くなる土地改変率を推定し
た。求めた土地改変率未満の地域を土地改変の影
響を考慮した潜在生育域（以下、LUPH:…Land…use-
potential…habitat）とした。LUPH の予測精度の検
証は、HODD を検証用データとして感度により評
価した。気候シナリオごとに LUPH をベースとし
て、生育域が移動しない、移動距離が現在の生育域
から 1…km、移動距離 10…km、生育地に合わせて完

第２章　森林生態系への影響予測と評価
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全に移動、の四つの移動条件における移動と LUPH
を予測した。
　（イ）　脆弱な地域における温暖化影響の検出
　　ａ　筑波山の樹冠分布図
　研究対象地は、老齢天然林が残存する筑波山南
斜面である。この森林は、筑波山神社所有林で過
去に伐採をほとんど受けていない。標高 700…m 以
上にはブナが優占する落葉広葉樹林が広がり、標
高が下がるとアカガシを中心とする常緑広葉樹が
増加する。異なる年次（1961、1975、1986、2005
年）のオルソ空中写真を用いて、筑波山南斜面の標
高 850…m から 500…m の範囲に 20…ha のプロット（図
221-3）を設定し、常緑広葉樹の樹冠の判読を GIS
で行い、樹冠分布図を作成した。判読精度を上げる
ため、色調・テクスチャによって常緑広葉樹の樹冠
を鮮明にした。オルソ画像だけでは樹種と樹冠の判
読が困難な樹冠では、立体視の手法も活用した。
　2005 年撮影のオルソ空中写真による常緑広葉樹
の樹冠判読の精度を検証するために、1…ha プロッ
ト（図 221-3）を設定し、現地で毎木調査を行った。
毎木調査では各個体について、到達階層（上層、中
層、下層）、樹冠の上部を他個体の樹冠に覆われて
いるかどうかを記録した。
　　ｂ　筑波山の過去の気候変化

　筑波山の過去の気温変化と植生の関係を明らかに
するために、筑波山山頂で計測されてきた気象デー
タを気象庁年報及び気象庁月報から、各月の平均気
温、日最低気温月平均、日最高気温月平均、月降
水量のデータを収集し、三つの気候変数を計算し
た。すなわち、気候帯・植生帯の指標である暖かさ
の指数 WI 及び寒さの指数 CI 及びアカガシ個体の
寒い側の分布限界指標である最寒月の日最低気温
平均（TMC）である。日本における常緑広葉樹林
の分布域は寒さの指数（CI）が－ 10℃・月以上で、
冷温帯落葉広葉樹林（ブナ林）の分布域は暖かさ
の指数が 85℃・月以下といわれている（Kira）6）。
常緑広葉樹アカガシの個体レベルの分布は、TMC
が－ 4.7℃以上であると報告されている（中尾ほ…
か）7）。これらの常緑広葉樹林と落葉広葉樹林及
びアカガシの分布限界域の標高を推定するために、
WI85 と CI-10 及び TMC-4.7 に相当する標高を筑波
山頂上の気温から推定した。この推定では、各年各
月の平均気温 t に任意の定数ｘを加算して、WI が
85、CI が－ 15、TMC が－ 4.7 となるように定数 x
を調整し、x を次に示す低減率で除算することによ
り標高に変換した。低減率は中腹気象観測所（標高
240…m）の観測全期間（1928 年 10 月から 1949 年 6
月）の月平均気温と、頂上気象観測所（871…m）の

図 221-1�　a）PRDB での分布データ、b）Horikawa3）での分布データ、c）気
候的な潜在生育域（PH）、d）土地利用を考慮した潜在生育域（LUPH）

─ 66 ─



同年同月の月平均気温の差を取り、得られた 20 年
分を平均した値を標高で割って低減率を計算した。
低減率は WI に関しては夏半期（5 月～ 10 月）の
平均値を、CI に関しては冬半期（11 月～ 4 月）の
平均値を、TMC に関しては厳冬期（12 月～ 2 月）
の平均値を用いた。

　ウ　研究結果
　（ア）　統計モデルによる温暖化の常緑広葉樹の生
育域への影響予測
　　ａ　潜在生育域（PH）の予測と温暖化の影響
予測
　PH を 推 定 し た モ デ ル の AUC は 0.98 ± 0.03、
LUPH と HODD との感度も 0.96 と高く、いずれも
モデルの予測精度は良好であると判断した。気候要
因の貢献度は、WI（222.01）、TMC（165.49）、PRS

（153.44）、PRW（103.98）の順で高かった。PH（約
150,542…km2）は暖温帯域に広く分布し、出現確率
≧ 0.192 の適域（約 23,738…km2）は房総半島以西の
太平洋沿岸域の山地部に偏って分布する傾向が見ら
れた（図 221-1c）。
　温暖化後（2081 年～ 2100 年）の PH は、RCM20

で約 180,141…km2、MIROC で約 175,635…km2 となり、
どちらのシナリオにおいても増加した（図 221-2）。
PH は、水平分布では東北地方の北端である下北半
島に、垂直分布では九州・中国・四国地方の高標高
域と北陸や中部地方の山地部に拡大した。一方、中
国地方西部の平地部、瀬戸内沿岸域、房総半島の低
標高域では、両シナリオ下で PH が潜在非生育域に
移行すると予測された。潜在非生育域になると予測
された地域は、両シナリオ下で PRS は大きく変化
せず、温度（WI,…TMC）のみが上昇すると予測さ
れる地域であり、温度条件のみの上昇が出現確率低
下の要因と考えられる。
　　ｂ　土地利用を考慮した潜在生育域（LUPH）
への温暖化影響予測
　LUPH の 面 積（ 約 74,567…km2） は、PH の 面 積

（約 150,542…km2）の 49.5% であった。西日本では人
工林や田畑への改変、東日本や日本海側平野部で
は都市化や田畑への改変が顕著で、LUPH は分断・
孤立化していた（図 221-1d）。
　LUPH をもとにした温暖化予測で面積が増加し
たのは、RCM20 の移動距離 10…km、移動制限なし、
MIROC の移動制限なしの三つのみだった（図 221-

図 221-2　温暖化後（2080 ～ 2100 年）の潜在生育域（PH）
上段：RCM20、下段：MIROC
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2）。一方、移動制限あり（RCM20,…MIROC）、移
動距離 1…km（RCM20,…MIROC）、移動距離 10…km

（MIROC）では生育域の拡大面積は小さく、気候的
な潜在非生育域の増加との総和より、2081 ～ 2100
年の LUPH の面積は減少した。最終氷期における
常緑広葉樹林のレフュージアと現在の分布北限と
の距離から、移動速度は最大約 2.6…km/100…year と
推定され、今後 100 年間に移動できる地域は移動
距離 1.0…km を仮定した場合と同程度であると考え
られる。この場合、PH に占める LUPH の割合は
RCM20 で 39.5%、MIROC で 34.6% のみで、新たに
PH となる地域は九州、四国、中国地方の高標高域
や北陸、中部地方の山地部である。現在、これら地
域の中庸な立地には、ブナ林を主体とした落葉広葉
樹林が分布しているが、温暖化により気候的な PH
が縮小もしくは消失すると予測されている（松井ほ
か 8）、田中 9））。このような落葉広葉樹の衰退が予
測される地域では、アカガシなどの常緑広葉樹に置
き換わると推測される。また、常緑広葉樹はブナ分
布下限の制限要因であり（原）10）、常緑広葉樹の増
加に伴う光環境の変化により落葉広葉樹が衰退する
と推定される。このような森林変化の検出のために
は、継続的なモニタリングが必要である。老齢天然
林の常緑広葉樹の個体数や優占度の変化は、温暖化
影響の指標として利用できると考えられる。
　（イ）　脆弱な地域における温暖化影響の検出

　筑波山の 1…ha プロットにおける空中写真による
常緑広葉樹の判読結果を、現地調査データと比較し
た結果、中層と下層の個体は判読されないことがわ
かった。また、上層個体 17 個体のうち他の樹冠に
よる被覆がないのは 15 個体であったが、判読され
た 14 樹冠は、この 15 個体のうちの 14 個体であっ
た。この様な点から、空中写真判読では、被覆され
ていない上層木のほとんどを把握できると推定され
た。
　オルソ空中写真から作成された 20…ha プロットの
樹冠分布図に基づき、樹冠面積を標高クラスごとに
集計した結果、1961 年から 2005 年に向かうにつれ
て、各標高階における常緑広葉樹の樹冠面積は増加
した（図 221-4）。面積増加の程度は、樹冠面積の大
きい標高 600 ～ 650…m が最大であった。この結果
は、過去 44 年間に常緑広葉樹が増加したことを示
している。
　筑波山（山頂 876…m）の過去 100 年間の気候変化
と常緑広葉樹分布変化の関係を明らかにするため
に、山頂と中腹の気候データを用いて植生や植物の
分布を規定する気候変数の閾値を解析した（図 221-
5）。垂直分布において、常緑広葉樹林の上限（CI ＝
－ 10℃ ･ 月）と落葉広葉樹林の下限（WI ＝ 85℃
･ 月）の標高はほぼ一致していた。アカガシ個体の
分布上限（TMC ＝－ 4.7℃）の標高は、山頂下部
から山頂以上に変化した。この三つの分布限界標高

図 221-3　筑波山南斜面に設定した 20…ha プロットと 1…ha プロット
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は、過去 100 年間で 98 ～ 147…m 上昇した。このよ
うな気候変化は、筑波山で常緑広葉樹が分布拡大し
たことと対応する。
　関東地域の低標高域に広く見られるコナラなどが
優占する落葉広葉樹林は、繰り返し行われた伐採の
後に成立した二次林で、下刈りや伐採を停止すると
遷移後期樹種のカシ類が増加し次第に置き換わる植
生遷移が進行する。しかし、筑波山南斜面の社寺林
は、保護されてきた老齢天然林であり、伐採の影響
は少ない。とくに標高 500…m 以上は自然度が高い
老齢天然林であり、冷温帯と暖温帯の移行域が位置
していることから、過去の常緑広葉樹の増加は植生
遷移より温暖化の影響が大きいと考えられる。

　エ　考　察
　（ア）　温暖化への適応策の開発
　本研究では、将来の温暖化が常緑広葉樹の分布変
化に与える影響、過去の温暖化が常緑広葉樹の分布
に与えた影響を明らかにした。このような予測と実
態の情報は、温暖化への自然林の適応策を立案し実
行するために有用である。森林は多様な要因の影響
を受けて変化しているので、温暖化だけの森林への
影響を見分けることは難しいが、分布予測モデルに
よって温暖化の影響を推定することが可能になる。
分布予測モデルを用いて種や生態系の PH を予測す
ることによって、温暖化に伴う脆弱な種・生態系と
地域を推定できる（図 221-6）。このような地域で、

図 221-4　筑波山老齢天然林 20…ha プロットにおける常緑広葉樹の樹冠面積の標高別年次変化

図 221-5　気候的変数の閾値から推定した分布限界標高の 1900 年～ 2000 年の変化
CI-10：常緑広葉樹林の垂直分布上限、WI85：落葉広葉樹林の下限、TMC-4.7：アカガシ個
体の上限．
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モニタリングを実施し実際に起こっている変化を把
握することにより、温暖化の影響を推定できる。さ
らに、その結果に基づいて緊急性のある事案につい
て適切な対策を実施することが賢明な適応策と考え
られる（田中ほか 11）、田中 12））。
　（イ）　温暖化影響検出モニタリング
　筑波山で過去 44 年間に常緑広葉樹が増加した事
実を明らかにした。温暖化に伴い常緑広葉樹の増加
は今後も続く一方で、山頂周辺に成立するブナ林は
衰退すると推定される。筑波山のブナ林は、新緑や
紅葉の名所としての観光資源であるほか、生物地理
学的に日本海側ブナ林とは遺伝タイプが異なり紀伊
半島ブナ林に近いなどの特性があり、社会的・生物
的に保全が求められる。国定公園に指定されている
筑波山を管理する茨城県が中心となって、温暖化適
応策も考慮した自然保全策を実行していくことが必
要である。
　筑波山中腹の優占種アカガシでは、その分布や優
占度の変化が明らかになったが、それに伴い林床植
物や非優占高木種も変化していると推定される。草
本・低木の中の移動能力が高い種は、アカガシなど
高木樹種に比べ、分布変化が早いと推定される。植
生モニタリングを行えば、植物の分布変化の早期検
出が期待される。森林総合研究所は、影響の将来予
測とともに、植生モニタリングを茨城県博物館と共
同で実施している。このモニタリングでは、2011
年に筑波山の植生の変化を把握するプロットを 62
か所設定し、現地（植生）調査を実施した。プロッ
トは、植物分布の将来の変化を把握できるように異
なる標高と異なる地形（凸斜面と凹斜面）に設定し

た（図 221-7）。筑波山に設定した植生モニタリン
グのように、温暖化に対し脆弱な保護区に集中的に
植生プロットを設定する方法は、将来の植物の分布
変化を把握できるように設計されており、効率的に
温暖化の自然植生への影響を把握できると考えられ
る。

　オ　今後の課題
　筑波山で確認されたような冷温帯落葉広葉樹林帯
と暖温帯常緑広葉樹林帯の移行域の老齢天然林にお
ける常緑広葉樹の増殖が、他の地域でも同様に起
こっているとすれば、これが温暖化の影響であるこ
との裏付けとなる。そこで、移行域に老齢天然林の
残存する紫尾山（九州）と函南原生林（南関東）に
おいて、常緑広葉樹の分布変化を把握するための調
査・解析を進めた。空中写真を用いた予備解析で
は、両地点とも常緑広葉樹の増加が認められた。今
後、この地域において、筑波山と同様の解析を行
い、温暖化の影響を評価することが必要である。
　温暖化の森林への影響は、他の要因（植生遷移、
生物間相互作用、大気汚染、撹乱など）の影響とも
複雑に絡み合っており、温暖化だけの影響を抽出す
ることは困難である。しかし、温暖化はすでに森林
へ影響を与えているが、データが不足するために検
出できていないだけと考えられる。今後、温暖化の
影響検出をするようにデザインされたモニタリング
を開始することが、今後の温暖化の適応策に必要で
ある。その一つの方法として、筑波山に設定した多
点の植生プロットを用いたモニタリング（図 221-7）
は、実行可能性や影響の早期検出の点から有用と考

図 221-6�　森林生態系における温暖化の影響予測と適
応策の関係

図 221-7�　筑波山における植生モニタリングプロット
の位置
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えられるが、データの解析結果による有用性の証明
が今後必要である。

　カ　要　約
　（ア）　温暖化による気候条件の変化に対する、ア
カガシへの影響を予測するため、PRDB、現在と気
候変化シナリオ（RCM20,…MIROC）の気候値、土
地利用データを用いてアカガシの生育域を予測し
た。温暖化により気候的な潜在生育域（PH）は、
東北地方など緯度の高い地域や九州、中国、四国地
方の標高の高い地域に拡大した。一方、現在の気
候的な PH の 49.5% では土地改変が進行し、分断・
孤立化していた。土地利用、現在の生育域からの
移動距離を 1…km とした場合の PH の面積は、2081
～ 2100 年 の 気 候 的 な PH の 34.6%（MIROC） ～
39.5%（RCM20）のみで、分布拡大の可能性が高い
地域は太平洋側沿岸域の山地部であった。
　（イ）　オルソ空中写真から作成された 20…ha プ
ロットの樹冠分布図に基づき、樹冠面積を標高クラ
スごとに集計した結果、1961 年から 2005 年に向か
うにつれて、各標高階における常緑広葉樹の樹冠面
積は増加した。
　筑波山（山頂 876…m）の過去 100 年間の気候変化
と常緑広葉樹分布変化の関係を明らかにするため
に、山頂と中腹の気候データを用いて植生や植物の
分布を規定する気候変数の閾値を解析した。垂直
分布において、常緑広葉樹林の上限（CI ＝－ 10℃
･ 月）と落葉広葉樹林の下限（WI ＝ 85℃ ･ 月）の
標高はほぼ一致していた。アカガシ個体の分布上限

（TMC ＝－ 4.7℃）の標高は、山頂下部から山頂以
上に変化した。この三つの分布限界標高は、過去
100 年間で 98 ～ 147…m 上昇した。このような気候
変化は、筑波山で常緑広葉樹が分布拡大したことに
大きく影響したと考えられる。
　（ウ）　分布予測モデルを用いて種や生態系の PH
を予測することによって、温暖化に伴う脆弱な種・
生態系と地域を推定できる。このような地域で、モ
ニタリングを実施し実際に起こっている変化を把握
することにより、温暖化の影響を推定できる。さら
に、その結果に基づいて緊急性のある事案について
適切な対策を実施することが賢明な適応策と考えら
れる。
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２　衛星データ等を用いた森林フェノロジー経
年変化の評価技術の開発
　ア　研究目的
　今日、化石燃料の消費量の増加に伴って全球の平
均気温が上昇し続けていることが指摘され、温暖化
によって植生に様々な変化が生じると予想されてい
る。四季が明瞭な温帯では、温暖化は植物の生育期
間を長期化させると考えられる。落葉樹と常緑樹と
の競合を考えると、落葉期間の短縮は落葉樹には不
利な条件であり、将来は種の更新に影響する可能性
がある。本研究では人工衛星データを利用し、森林
の開葉日の判定方法を開発して経年変化を解析し、
その成果を利用して気温による開葉日の予測モデル
を開発する。さらに、開葉日予測モデルと気候モデ
ルで予測した気温データを利用して、全国の落葉広
葉樹林の温暖化による開葉日の変化を予測して、温
暖化が開葉に及ぼす影響を明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　MODIS-NDVI データを利用した開葉日の
判定
　岐阜県を対象に複数年の Terra 衛星 MODIS の
正規化植生指数（NDVI）の日データを利用して、
時空間的なスムージングにより NDVI のノイズを
除去して基準データを作成する。基準データを利用
して探索的な方法によって、開葉により NDVI が
上昇を開始する時期と、NDVI の上昇が終了する時
期を判定する。この開葉の開始から終了の期間につ
いて、元旦からの通算日と NDVI 値の関係を回帰
分析によって解析し、開葉により NDVI が変化す
る過程を表す開葉基準線を画素ごとに定める。ま
た、落葉後で降雪直前の NDVI 値を画素単位で判
定して、開葉の開始を判定する閾値として、開葉基
準線と組み合わせて開葉日を判定するアルゴリズム
を開発する（粟屋ら 1））。このアルゴリズムを毎日
の MODIS-NDVI データに適用して、年々の開葉日
をマッピングする。
　（イ）　日平均気温に基づく開葉日予測モデルの開
発　
　岐阜県高山市大八賀川流域で観測している気温
データと標高データから日平均気温の空間分布を推
定し、落葉広葉樹林の開葉判定日との関係を解析し
て、開葉を特徴付ける気温パラメータを明らかにす

る。得られた結果に基づいて、気温をパラメータと
する落葉広葉樹林の開葉を判定する開葉日予測モデ
ルを開発する（粟屋ら 2））。
　（ウ）　温暖化による開葉日の変化の予測
　温暖化の A1B シナリオに基づいた気候モデル
MIROC による日平均気温のシミュレーション結果
と開葉日予測モデルを利用して、1991 ～ 2000 年

（1990 年代）、2041 ～ 2050 年（2040 年代）、2091 ～
2100 年（2090 年代）の 3 期間について、落葉広葉
樹の開葉日とその標準偏差を予測する。予備的に
岐阜県を対象に開葉日を予測して特徴を解析した
後、奄美・沖縄などの島嶼を除いた日本列島を対象
に開葉日を予測して、変化の地域的な特徴を明らか
にする。なお、先行した農水省の地球温暖化プロ
ジェクトの成果である 2002 年の MODIS データを
利用して作成した森林タイプ分類図と、1990 年代
の MIROC データから算出した暖かさの指数と寒さ
の指数を利用して落葉広葉樹林の分布図を作成し、
全国の開葉日の予測で利用した。

　ウ　研究結果
　（ア）　MODIS-NDVI データを利用した開葉日の
判定
　回帰分析の決定係数で開葉基準線の妥当性を判定
した。ほとんどの落葉広葉樹林の画素で決定係数は
0.8 を超えたが、常緑針葉樹林では 0.7 ～ 0.8 と決定
係数が小さかった。このため、落葉広葉樹林のみを
対象に解析を行うことにした（粟屋ら 1））。MODIS-
NDVI で判定した開葉日の精度を高分解衛星のデー
タや地上写真で検証し、開葉のかなり早い段階を開
葉日と判定していると判断した。地上では開葉が
不連続に生じていたため、250…m メッシュの NDVI
で判定した開葉日の精度を正確に評価できなかった
が、判定結果は妥当と思われた。MODIS-NDVI を
利用して 2000 年から 2011 年までの毎年の開葉日を
判定した。白山付近で標高別に開葉日の経年変化を
比較すると、標高 1350…m、1600…m、2150…m におい
て開葉日は同期して変化しており、経年変化の大き
さは 2150…m で最大だった。同じ標高（1200…m）で
緯度の違う富山との県境、白山南部と伊吹山南部を
比較すると、開葉日の同期はやや不明瞭だった（田
中ら 3））。偶数年の解析結果を空間的に平滑化して、
もっとも早い開葉日ともっとも遅い開葉日及び両
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者の差（開葉日のレンジ）について傾向を確認し
た（図 222-1）。落葉広葉樹林の開葉日の平均は早い
ほうは 5 月 1 日、遅いほうは 5 月 20 日で 19 日の差
があった。画素毎の差を平均するとレンジの平均は
26 日で、画素の約 60% でレンジが 15 ～ 28 日の間
だった。開葉日のレンジは南部よりも北部で差が小
さく、標高が低いほど差は小さい傾向があった。
　（イ）　日平均気温に基づく開葉日予測モデルの開
発（粟屋ら 2））
　大八賀川流域で 2007 年に観測した気温データか
ら日平均、日最高及び日最低の 3 種類の気温の分布
図を作成し、2007 年の開葉日の判定結果と比較し
た。三つの気温パラメータのうち、マッピングの精
度などから日平均気温が開葉予測に適していると判
断して、解析を進めた。開葉判定日から遡って積
算した日平均気温の変動係数（n ＝ 206 画素）は判
定日の 9 日前に最小になったことから、9 日間程度
の積算気温が開葉日の予測に有効であると考えら
れた。そこで、開葉日の判定精度が高いと判断し
た 31 画素について、日平均気温の変化を確認しな
がら開葉を促す気温条件を検討した。その結果、日
平均気温 10℃の日が 2 日続くと休眠が破られるが
4℃を下回るとリセットされ、1 日で 7℃以上低下し
て気温が 8℃を下回ると活動を休止するという条件
で、日平均気温の積算値に基づいて開葉開始を説明
するモデルを作成し、開葉日を予測した。また、比
較のために既存の日平均気温の積算値とシラカンバ

とダケカンバの開葉の関係を表したモデル（林 4））
を用いて開葉を予測した。MODIS-NDVI による 31
画素の判定結果、開葉日予測モデル（粟屋モデル）
による予測結果、シラカンバモデルとダケカンバモ
デルによる予測結果と標高の関係を比較すると（図
222-2）、各結果は標高とともに開葉が遅くなってい
た。シラカンバとダケカンバの予測結果は NDVI
による判定日を挟んでおり、開葉日予測モデルによ
る予測結果はシラカンバの分布域ではシラカンバモ
デルとダケカンバモデルの予測日の中庸で、ダケカ
ンバのみの分布域ではダケカンバモデルの予測日に
ほぼ一致した。
　（ウ）　温暖化による開葉日の変化の予測
　温暖化の A1B シナリオに基づいた MIROC によ
る日平均気温のシミュレーション結果と開葉日予測
モデル（粟屋モデル）を利用して、1991 ～ 2000 年

（1990 年代）、2041 ～ 2050 年（2040 年代）、2091 ～
2100 年（2090 年代）の 3 時期について、落葉広葉
樹林の開葉日を予測した。
　岐阜の予測結果（図 222-3）では、対象域では平
均して開葉日は 1990 年代で元旦から通算 131 日（5
月 11 日 ）、2040 年 代 で 通 算 117 日（4 月 17 日 ）、
2090 年代で通算 103 日（4 月 13 日）となり、50 年
間で 14 日、100 年間で 28 日（0.3 日／年）早まる
と予測された。また、高標高より低標高で開葉の早
期化が大きいと予測され、開葉日の年々の変動（標
準偏差）は高標高では今より小さく、低標高で大き

図 222-1　2002 ～ 2012 年の開葉判定日の傾向
左：もっとも遅い開葉、中：もっとも早い開葉、右：開葉日のレンジ
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くなると予測された。
　日本列島の予測結果（図 222-4）では、気候に対
応して西日本で開葉が早くて北日本で開葉が遅いこ
とが現れた。開葉日は 1990 年代（平均で通算 142
日）に比べて 2090 年代（平均で通算 114 日）に早
まることが明確に現れた。開葉日の例を挙げると、
1990 年代、2090 年代の順に鳥取大山で通算 141 日、
通算 115 日、青森市で通算 137 日、通算 114 日、北
海道紋別で通算 157 日、通算 116 日と予測された。
1990 年代から 2090 年代までの 100 年間で開葉日は
全国平均で 28 日ほど早まるが、北海道のオホーツ
ク沿岸でもっとも早期化が進み、開葉が 40 日ほど
早まると予測された。これに対して東北地方の多雪
地で開葉は 20 日ほど早まるだけで、緩やかと予測
された。

　エ　考　察
　（ア）　MODIS-NDVI データを利用した開葉日の
判定

　当初、開葉日は気象庁が発表しているサクラの開
花予想のように、開葉前線が移動していくと考えて
いた。しかし、MODIS-NDVI の解析結果と地上で
の検証結果から、開葉はパッチ状に生じ、小さな尾
根では下部より上部が先に開葉したり、南斜面より
も北斜面で先に開葉したりする場合があり、樹種に
よって開葉の順番が概ね定まっているなど、モザイ
ク的に開葉が進むことを確認した。地上分解能が
250…m の MODIS-NDVI では、1 画素内に様々な樹
種が混じること、毎日のデータの重なりに± 1 画素
程度の誤差が生じることを考えると、地上で厳密に
開葉日の判定精度を検証することは困難と考えられ
た。しかし、隣接地では判定した開葉日の経年変化
が同期することや、開葉日予測モデルの作成過程で
行った相互検証の結果をみると、MODIS-NDVI に
よる開葉日の判定結果は妥当だったと考えられる。
　開葉日の判定結果からは標高帯による開葉の遅れ
が観察され、大八賀川流域では 1 日に標高で 17…m
ほど開葉が進むことが明らかになった。岐阜県ひる

120

130

140

150

160

170

180

800 1000 1200 1400 1600 1800

NDVIモデル用
粟屋モデル
シラカンバ
ダケカンバ

開
葉

判
定

日
（
通

算
日

）

標高 (m)

図 222-2　標高と開葉日の予測結果の関係（岐阜県大八賀川流域）

図 222-3　岐阜県の開葉日の予測結果
左：1990 年代の開葉日、中：2090 年代の開葉日、右：100 年間での開葉日の変化
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がの高原で検証のため地上で壮観的に観察したとこ
ろ、1 日に標高で 17…m ほど開葉が進むことが観察
され、MODIS-NDVI による開葉日の判定結果は大
局的には開葉の傾向を表していると判断した。
　（イ）　日平均気温に基づく開葉日予測モデルの開
発
　落葉広葉樹は開葉すると急に耐凍性が低下し、霜
にあうと葉が枯れてしまう。このため、霜を受けな
い条件で開葉する必要があるが、NDVI によって判
定した開葉日の直前の 2 週間ほどは、気温が安定
していた。このことは、落葉広葉樹は気温が安定
するのを待って開葉していることを示唆している。
NDVI で判定した開葉日は、高標高では変動幅が大
きいことから、亜高山に生育する樹種は晩霜を避け
るために、十分気温が上昇するまでは開葉できない
ことを示唆している。シラカンバより高山に分布す
るダケカンバの開葉が遅いのは、このことを裏付け
ているのだろう。従来、開花や開葉は単純な気温の
積算値で判定することが多かったが、本研究の結果
は、開葉のメカニズムと開葉条件を検証する必要が
あることを示唆している。なお、本研究で開発した
開葉日予測モデルによる予測結果は、既存のシラカ
ンバモデルとダケカンバモデルによる予測結果の中
庸だった。林（2003）によればシラカンバ、ブナ、
ミズナラ、ダケカンバの順に開葉することから、本
研究で開発した開葉日予測モデルは、冷温帯の一般
的な落葉広葉樹林の開葉日を予測していると判断し
た。
　（ウ）　温暖化による開葉日の変化の予測
　岐阜県の結果は 1990 年代では岐阜南部の平野部

で 4 月中旬に開葉したことを示しているが、これは
現在の開葉日である 4 月上旬よりやや遅いが、現在
は 1990 年代より 20 年が経過していることを考える
とむしろ妥当と考えられ、2090 年代に約 4 週間早
まることが現実味を帯びる。予測が正しければ開葉
の早期化は急速に進むと考えられ、植物の生育期間
が急に長くなると判断される。高地より平地で開葉
の早期化が著しいが理由は不明である。
　日本列島の結果は、開葉が 1990 年代に比べて、
全国平均で 50 年後に 15 日、100 年後に 28 日早ま
ることと、開葉の早期化の地域差が大きいことを示
した。変化は北海道東部で大きく、100 年後には 40
日ほど早まり、東北の多雪地帯では変化が小さく、
100 年後に 20 日ほど早まると予測された。温暖化
によってオホーツク海の流氷が消失することが気団
の形成に影響し、MIROC が北海道東部では春先の
気温上昇が非常に大きくなると予測したためと考え
られた。温暖化による植生の変化は、種子の飛散距
離が長くて生活サイクルの短い 1 年生の草本で顕著
に表れ、ブナのように着果までに年数を要して種子
が飛散しない植物では影響が分かりにくい。オホー
ツク沿岸には高山植物で構成される原生花園が多い
が、この地域に温暖化の影響が強く表れることか
ら、原生花園に外来植物が侵入するリスクが高いと
危惧される。
　一方、オホーツク海での気団形成の状況が、東北
地方で負のフィードバックとして現れて春の気温上
昇が小さく、全国でもっとも開葉の早期化が遅い地
域と予測されたと考えられる。このように、東北地
方では比較的温暖化の影響が小さい可能性があり、

図 222-4　全国の開葉日の予測結果
左：1990 年代の開葉日、中：2090 年代の開葉日、右：100 年間での開葉日の変化
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現在の植生が長期間維持されるのではないだろう
か。
　ところで、温暖化により単純に気温が上昇する
のか、年々変動が大きくなるのかは定かではない。
しかし、開葉の予測の結果では 2040 年代より 2090
年代で開葉日の標準偏差が大きくなったことから、
MIROC は温暖化とともに年々変動が大きくなると
予測しているようである。気候の不安定化は開葉後
に晩霜の被害を受ける可能性が高まることを示唆し
ており、今後は晩霜害の発生予測が重要になると考
えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　MODIS-NDVI データを利用した開葉日の
判定
　MODIS-NDVI を利用した開葉日判定アルゴリ
ズムは、NDVI の季節変化が大きい積雪地帯の
落葉広葉樹林では極めて有効だったと考えられ
る。MODIS の 250…m メッシュでは混合画素など
が判定精度に影響したと考えられ、MODIS 以前の
NOAA/AVHRR などの低空間分解能データに適用
すると解析精度が悪化するだろう。しかし、今後登
場するセンサは MODIS より細かい空間分解能にな
ると期待される。新型センサ用に解析モデルを改良
する必要があるが、モニタリングを継続すれば温暖
化の影響をマッピングできると考えられる。
　（イ）　日平均気温に基づく開葉日予測モデルの開
発
　本研究で開発した開葉日予測モデルは冷温帯の一
般的な落葉広葉樹林に適用できると考えられ、日本
国内での適用範囲はかなり広いだろう。精度の高い
過去及び現在のメッシュ気温データに適用して、モ
デルの精度検証と改良を行うことで予測精度を向上
させることが望ましい。
　（ウ）　温暖化による開葉日の変化の予測
　本研究では MIROC による A1B シナリオの予測
結果に基づいて開葉日の変化を予測した。複数の温
暖化シナリオに基づいて、様々な全球気候モデルの
予測結果が公開されていることから、公開されてい
る温暖化予測データを利用すれば、温暖化が落葉広
葉樹林の開葉へ及ぼす影響を違った視点で評価でき
ると考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　MODIS-NDVI データを利用した開葉日の
判定
　MODIS の毎日の NDVI データを利用して開葉日
を判定するアルゴリズムを開発した。アルゴリズ
ムでは、まず、複数年のデータを利用して時空間
的なフィルタリングを施して NDVI のノイズを除
いた後に、元旦からの通算日と NDVI の回帰直線
を求め開葉基準線とした。次に落葉期の NDVI を
利用して、開葉開始時の NDVI 値（開葉閾値）を
定めた。開葉基準線を毎日の NDVI に当てはめて、
NDVI 値が開葉基準線と接する時点で、開葉基準線
が開葉閾値に一致する日を開葉日と判定した。
　（イ）　日平均気温に基づく開葉日予測モデルの開
発
　岐阜県高山市大八賀川流域において気温の地上観
測値と標高データを用いて作成した日平均気温の分
布図を利用して、開葉日判定結果の特徴を検証し
た。その結果、開葉判定日直前の積算気温の変動係
数が、判定日の 9 日前に最小になることから、9 日
間程度の積算気温が開葉判定に有効と考えられた。
この結果に基づいて開葉を促す気温条件について検
討し、日平均気温の積算値に基づいて開葉開始を説
明するモデルを開発して開葉日を予測し、既存の開
葉予測モデルとの比較から予測結果は妥当であると
判断した。
　（ウ）　温暖化による開葉日の変化の予測
　温暖化の A1B シナリオに基づいた MIROC によ
る日平均気温の予測結果と開葉日予測モデルを利用
して、1990 年代、2040 年代、2090 年代の 3 時期に
ついて、落葉広葉樹の開葉日を予測した。この結
果、岐阜県では 50 年間で 14 日、100 年間で 28 日
開葉が早まり、高標高より低標高で開葉の早期化が
大きいと予測された。日本列島では 1990 年代から
2090 年代までの 100 年間で開葉日は全国平均で 28
日早まるが、北海道のオホーツク沿岸でもっとも早
期化が進み、開葉が 40 日ほど早まると予測された。
これに対して東北地方の多雪地では開葉の早期化は
20 日程度で日本列島ではもっとも緩やかだった。
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院．

　研究担当者（粟屋善雄＊）
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１　温暖化影響対策としての海岸林の機能強化
技術の開発
　ア　研究目的
　クロマツ海岸林は、本数調整遅れによって過密化
が進み、幹が細く枝の枯れ上がった不健全林となっ
ている。一方、気候変動は台風の強大化、高潮の危
険性の増大などをもたらすことが予想され、海岸
林の健全化は急務である 1 ～ 5）。本数調整遅れの一因
は、伐採後の残存木へ風当たりが強くなって強風
と飛来塩分による力学的・生理的な影響を受け 6,…7）、
林帯が衰退することへの不安である 1）。本研究で
は、（ア）林帯スケールにおける列状伐採の力学的
影響及び（イ）伐採帯近傍の局所スケールにおける
列状伐採の力学的影響を風洞実験において解明する
とともに、（ウ）野外観測における列状伐採帯周辺
の風速、塩分量観測結果と併せて考察を行う。それ
によって、厳しくなると予想される海風環境に備え
て本数調整を推進できるように、残存木への影響を
抑えた効果的な本数調整手法を提示する。

　イ　研究方法
　（ア）　列状伐採が残存木に及ぼす力学的影響の風
洞実験による解明
　列状伐採が残存木へ及ぼす力学的な影響を明らか
にするため、小型模擬木による風洞実験を行った。
小型模擬木はブラシを整形して作成した（図 231-
1）。1.8…m 間隔で植栽され樹高 10…m に成長した林帯
を、縮尺 1/60 で模し、模型の高さ 16…cm、樹冠長

（ブラシの毛の部分の長さ）8…cm、小型模擬木同士
の間隔 3…cm とした。ブラシの毛の投影面積を葉面
積にみたて、LAI に相当する値は 6.4 に調整した。
模擬気流では風速の鉛直分布を相似にするため、模
型の風上にラフネスブロック、乱流格子、バリアを
複数配置し、森林の代表的な値を参考に、樹高付近
の乱流強度を 0.25、地面修正量を 0.7 ～ 1.0…h（h は
模型高）、粗度長 5.0 ～ 16.7…mm（実スケールで 0.3
～ 1.0…m に相当）となるように風況を調整した。小
型模擬木を最大で縦横 28 個ずつ並べて林帯とした

（図 231-2）。一部の模擬木の幹にひずみゲージを貼
り付け、模擬木に作用するモーメントをひずみ量か

ら求めた。一部の小型模擬木を取り除くことによっ
て列状伐採を再現した。残存列、伐採列の取り方
を 2 残 1 伐、3 残 1 伐、4 残 1 伐、3 残 2 伐、4 残 2
伐、5 残 2 伐、伐採なし（無間伐）の 7 通りで行っ
た（図 231-3-1、図 231-3-2、図 231-3-3）。
　（イ）　風上個体が風下個体に及ぼす空力的影響の
風洞実験による解明
　伐採帯近傍を再現した模擬木の配置において、残
存木が風から受ける力を測定することで、数値計算
モデルの構築に向けて本数調整（列状伐採）の影響
を検討した。本実験における模擬木はクロマツ枝葉
を用い、高さ 0.5…m、葉が分布する範囲の直径は概
ね 0.15…m であった。野外観測対象地の樹高がおよ
そ 6…m であったことから、模擬木による実験は縮
尺 1/12 であった。風洞内に模擬木を並べて設置し

（図 231-4）、一部の模擬木において風から受ける力
を分力計により測定した。模擬木の間隔を変えるこ
とで密度の異なる林帯を表現し、最前列と 2 列目の
抗力係数の関係を導くことによって風上側に林木が
ある場合の風下個体への力学的影響を検討した。
　（ウ）　列状伐採が風速や塩分量に及ぼす影響の現
地観測による解明
　海岸林の本数調整が残存木への風当たり及び空中
塩分の分布に及ぼす影響を明らかにするため、愛知
県田原市一膳松海岸林において気象観測及び塩分量
の観測を行った。本数調整として 1.2…m 及び 5…m 幅
の列状伐採が行われた。風速計は、作業道ならび
に列状伐採跡に立てたポールに風速計を 5.7…m、林
冠高（2.6 ～ 4.4…m）、林冠± 0.5…m に設置した（図
231-5）。作業道ならびに列状伐採跡における林冠高
の風速を前縁部の風当たりの強いところの風速と比
較することで、伐採帯での風当たりの強さを判断し
た。なお、基準点は海側林縁における地上 6…m の風
速であり、5 分間平均の風速は 10.0 ～ 12.1…m/s、最
大瞬間風速は 15.6 ～ 20.5…m/s であった。空中塩分
量の測定は風速の測定点と同じ場所において、ガー
ゼ法によって行った。ガーゼの暴露時間は 1 時間で
あった。暴露後のガーゼは 24 時間純水中に放置し
た後、塩素イオン濃度を測定した。空中塩分計測時
における基準点の風速は 6.5 ～ 7.9…m/s、最大瞬間

第３章　温暖化による山地災害のリスク評価と適応策
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風速は 14.6…m/s であった。また、着葉塩分量を測
定するため、クロマツ枝葉の先端をサンプリング
し、ガーゼと同様の方法で塩素イオン濃度を測定し
た。ガーゼ法である時間の飛来塩分量の空間分布が
得られ、同時間における風速分布との関係が検討で
きる。一方、着葉塩分量は、飛来塩分の付着と脱落
の結果として葉に残存した塩分量であり、樹体に及

ぼす生理的な影響の大きさの目安になると考えられ
る。

　ウ　研究結果
　（ア）　小型模擬木の樹幹部におけるひずみ量は、
風下側を中心に振動し、風が強いほど風下側への中
心のずれが大きく、かつひずみ振幅が大きくなって

図 231-1�　風洞実験に使用した小型模擬木（右：ひず
み測定あり、左：ひずみ測定なし）

図 231-2　風洞内における小型模擬木の配置

図 231-3-1�　小型模擬木による列状伐採を再現した配
置（1 伐の例）

図 231-3-2�　小型模擬木による列状伐採を再現した配
置（2 伐の例）

図 231-3-3　小型模擬木による列状伐採を再現した配置（45 度の配置例）
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いた（図 231-6）。伐採列に面した残存木にかかる
モーメントは、2 残～ 5 残の残存木列数には関係な
く、1 伐か 2 伐かの伐採列数に依存していた。なお、
実スケールで 1 伐は 1.8…m、2 伐は 3.6…m の伐採帯
幅に相当する。伐採なしの場合を基準とするモーメ
ントの大きさは、風速 10…m/s 以上で一定となり、
1 伐の場合は 1.5、2 伐の場合は 1.8 程度であった。
残存木にかかるモーメントが伐採列数のみに依存し
ていたことから、1 伐の代表として 4 残 1 伐、2 伐
の代表として 3 残 2 伐で模擬木の配置を行い、伐
採列に対する風向を直交から 45 度にずらすと、残
存木にかかるモーメントは、1 伐の場合で 1.4 倍、2

伐の場合で 1.5 になった。また、「伐採なし」であっ
ても 45 度植栽列が傾いたときモーメントの比は 1.1
であった。これは風向に対して植栽木が互い違いに
なるため風上側隣接木の被陰効果が小さく、風当た
りが強かったためと考えられた。以上の結果を伐採
列数、伐採列方向ごとのモーメントとして一覧にま
とめると、「伐採なし」、植栽列と直交に風が吹い
た場合を基準にしたとき、伐採列を 45°に 2 列取っ
たとき最もモーメントが大きく、「伐採なし」の 2.7
倍であった（表 231-1）。
　（イ）　クロマツ枝葉の風上側に、間隔を変えてク
ロマツ枝葉の列を立てると、間隔が小さい場合の方

図 231-4　風洞内におけるクロマツ枝葉による模擬木の配置と風速分布

図 231-5　野外観測における風速観測の様子
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が風下側のクロマツが受ける力は小さくなる傾向
が見られた。密度が 2 倍違うもの（30…cm 間隔で 2
列と 15…cm 間隔で 3 列）を比較すると、密度が高
い方が風下側クロマツが受ける力は小さくなった。
密度を 2 倍にした場合の風下側クロマツが受ける
力の減少率は風速 4.0…m/s 程度で 20% 程度、風速…
9.0…m/s 程度で 30% 程度となり、風速が大きい方が
減少率は大きかった。抗力係数は 3 ～ 5 程度と算出
され、単木の場合には風速が低い方が抗力係数は小
さかったが、密度を上げていくと、風速の違いによ
る抗力係数の差は小さくなり、20 本 /m2 より高い
密度では 2.4 程度で一定になった（図 231-7）。
　最前列のクロマツ枝葉の抗力係数 CD1 と 2 列目
のクロマツ枝葉の抗力係数 CD2 の比（CD2/CD1）は、
風速による差が明瞭でなく、20 本 /m2（実スケー
ルで約 1400 本 /ha）より高い密度では 0.35 程度で
一定となった（図 231-8）。得られた関係により、単
木の抗力係数をもとに風下側の隣接した列の抗力係
数を順次計算することにより、林帯が形成されてい
る場合の各列の抗力係数を求めることができると考
えられた。
　（ウ）　伐採帯における林冠高及び林冠上 50…cm
の基準点に対する風速比は、全体的には内陸ほど低

下する傾向にあったが、5…m 幅の伐採帯部分では増
加が見られた。しかし、その値は海側の前縁に近い
測定点より低かった（図 231-9）。
　この時の空中塩分量は林冠高において 5…m 幅の
伐採帯部分に増加が見られ、風速比と同様の傾向
であったが、林冠上 0.5…m では増加傾向はみられな
かった（図 231-10）。着葉塩分量は、林内木より伐
採帯林縁木の方が多く、また伐採帯における海側
の林縁木より陸側の林縁木の方が多かった。また、
5…m 幅伐採帯の林縁木には、海側林縁に近い測定点
より高い値が観測された例が見られたが、1.2…m の
伐採幅の林縁木の場合は、最前縁付近の林縁木と同
等の値であった。

　エ　考　察
　（ウ）における海側最前縁は、風環境及び塩分環
境ともに林木の成長にとって、観測地で最も条件の
厳しい場所であり、そこで観測される条件が「少な
くとも林帯を維持しうる」環境条件と考えて良いだ
ろう。そこで、（ア）（イ）の結果を（ウ）の観測結
果と照合しながら考察を行う。
　残存木について見てみると、（イ）で示されたよ
うに、通常の海岸林の立木密度であれば、風上側に

図 231-6　ひずみ測定例

伐採なし 2残1伐 3残1伐 4残1伐 3残2伐 4残2伐 5残2伐

直交 1 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8 1.8

45度 1.1 2 2 2 2.7 2.7 2.7

（伐採なし、風速と直交に伐採列を開設した場合を 1.0 とした）

表 231-1　伐採列数、伐採列方向ごとのモーメントの比
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1 列の林木があればその内側への風力は 0.35 に減少
させることができることから、強風の影響は伐採帯
最前列のみを検討すればよく、現場レベルでの施業
へ還元するとすれば、最前列に健全な個体が配置さ
れるように伐採帯を決めるべきと考えられた。ただ
し、（ア）において風向に対して 45 度に伐採列を
とった時に伐採なしの場合であってもモーメントが
1 割大きかったことから、主風向に対していわゆる
三角植え（千鳥配置）を行った場合は、風上個体の
風下への風力減少効果は落ちると考えられた。
　伐採帯の方向に関しては（ア）の結果から、風向
に対して 45 度に伐採列をとった時に、かかる風力
が大きかったことから、海岸林において季節風など
の強風の風向を考慮し、風向と直角に伐採列を設定
することにより力学的な被害のリスクを低減できる
と考えられた。伐採帯幅に関しては、（ア）におい
て 1 伐より 2 伐を行った場合に大きな風力を受ける
と予測された。1 伐におけるモーメントの増加量は
わずかであり、また（ウ）の野外観測においても
伐採帯幅 1.2…m にはほとんど風速の増加は見られな

かった。したがって、伐採帯幅 1…m ～ 2…m 程度の
場合は残存木の生存には全く影響はないと考えられ
た。一方、（ア）において 2 伐の場合にはモーメン
トの増加が見られ、これは（ウ）の野外観測で伐採
帯幅 5…m において風速の増加が観測されたことに
対応した結果と考えられる。しかし、伐採帯幅 5…m
における風速は前縁付近よりも小さかったことか
ら、伐採帯幅を 5…m 程度まで広くとった場合には、
風速が増加するため残存木が受ける風力は大きくな
るが、林木の生存に影響するほどではないと考えら
れた。同様に塩分環境を検討した場合、伐採帯幅
5…m で飛来塩分量及び着葉塩分量の増加が観測され
たが海側最前縁より小さかった。したがって、列状
伐採による伐採帯幅 5…m までの本数調整は、風環
境及び塩分環境の面から、残存木への生存に影響な
いと考えられた。

　オ　今後の課題
　抗力係数は、林木に対しては外力による力学的な
影響を評価するのに必要な係数であるが、風に対し

図 231-7　模擬木の抗力係数の風速による変化

図 231-9　野外観測における風速比の分布

図 231-8　林縁に対する 2 列目の抗力係数の比

図 231-10　野外観測における空中塩分比の分布
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ては林帯の抵抗の大きさを意味するので風況評価に
おいても重要な意味を持つ。（ア）において伐採列
や伐採方形区の大きさと林縁木における風力の大き
さを定量化でき、（イ）において林縁木とその風下
側 2 列目の個体との関係の定量化ができた。以上の
成果から海岸林における列状伐採（1 列伐採）を積
極的に進めても、残存木への影響を懸念する必要は
ないことが明らかになった。こうした成果を風況評
価に役立て、林帯周辺の風況予測や防風機能の数値
計算による評価に役立てることができると考えられ
る。

　カ　要　約
　風洞実験とクロマツ海岸林の野外観測を組み合わ
せ、本数調整を行った場合に残存木へ及ぼす影響を
評価し、望ましい伐採列の設定について検討を行っ
た。
　（ア）　小型擬似木を最大 784 個並べて林帯を再現
し、列状伐採を行った場合の残存木への影響を風洞
実験で定量化した。その結果、残存木に作用する
モーメントの大きさは、伐採列が 1 列か 2 列かとい
う伐採列数に依存しており、2 伐 >1 伐＞伐採なし
の順にモーメントが大きかった。さらに伐採列を風
向に対して 45 度にとった時は残存木へのモーメン
トが大きかった。伐採列が 2 列で風向に対して 45
度の場合は、伐採がない場合の 2.7 倍のモーメント
が作用していた。
　（イ）　クロマツ枝葉を模擬木とした風洞実験によ
り、伐採列近傍における残存木の抗力係数を計測し
た。その結果、伐採帯に面した林縁木の風下側 2 列
目の個体は、抗力係数が林縁木の 0.35 に減少して
いた。
　（ウ）　クロマツ海岸林における野外観測の結果、
1.2…m 及び 5…m の列状伐採を行った場合、伐採帯幅
5…m の場合に風速と塩分量の増加がみられたが、海

側最前縁付近より値が小さかった。したがって、風
環境、塩分環境ともに列状伐採は残存木の生存に影
響を及ぼさないと考えられた。
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9 月 30 日　浜松市可美公園総合センター）．

… 5）… 坂本知己（2011）日本農学会シンポジウム「環
境の保全と修復に貢献する農学研究」日本農学会…

（2011 年 10 月 8 日　東京大学）．
… 6）… Suzuki…S.,…Goto…Y.,…Yoshitake…T.,…Shimada…K.,…

Hagino…H.…and…Noguchi…H.…（2010）…Evaluation…of…
windthrow…risk…due… to… thinning.…Asia…and… the…
Pacific…Symposium–Vulnerability…Assessments…
to…Natural…and…Anthropogenic…Hazards.…Abstract…
P.10.…（2010.12.…Philippine）.

… 7）… 鈴木覚・後藤義明・野口宏典（2013）伐採後の
残存木に作用する強風によるモーメントの風洞実
験による評価．日本森林学会大会発表データベー
ス．124：570.

　研究担当者（坂本知己＊、鈴木　覚、野口宏典）
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１　温暖化による重要森林病虫害の変化と被害
拡大予測技術の開発
　ア　研究目的
　地球温暖化が森林病害虫に与える影響は国内では
ほとんど調べられていない。そこで主要な林業病害
虫に対する温暖化影響の予測技術を開発し、被害拡
大が予測される害虫、樹病を特定して対応策を検討
し、森林・緑化樹の健全性と優良な木材の安定供給
を確保することを目的とした。異なる温度条件下で
飼育を行い、温度と発育期間との関係や高温障害、
温度条件と羽化との関係を求めた。気候シナリオ
データを用いて被害地域、生息可能地域の拡大や年
間世代数の増加を予測した。

　イ　研究方法
　（ア）　トドマツオオアブラムシの被害拡大と防除
適期の予測
　トドマツオオアブラムシの被害拡大を予測するた
め、世代数を推定するモデルを作成した。モデルに
は越冬卵と胎生世代の温度反応定数、9 月の短日で
有性世代（越冬卵生産世代）出現、20℃～ 25℃で
発育速度一定、25℃以上で成長停止という条件に、
3 ～ 8 月の日平均気温を組み入れた。得られた推定
モデルを用いて被害の危険地帯を地図化し、防除適
期である有翅虫の出現日を予測した。
　（イ）　ヤツバキクイムシの世代数予測
　ヤツバキクイムシの温度反応定数を飼育実験によ
り測定した。温度反応定数を用いて本種の世代数を
推定するモデルを作成した。その際、気候シナリオ
データを 3 次メッシュから 2 次メッシュに変換し、
2000 ～ 2010 年についてアメダス実測値と比較し、
その結果に基づき北海道内の世代数増加を予測し
た。
　（ウ）　スギカミキリの世代数予測
　スギカミキリを人工飼料で飼育し温度反応を調べ
た。さまざまな変温条件化での蛹化率を調査した。
温度反応データ及び蛹室形成時期の平均気温を用い
て、気候シナリオデータに基づく 1 年 1 世代と 2 年
1 世代の割合を予測した。
　（エ）　ムラサキアツバ発生回数予測

　ムラサキアツバの幼虫を、様々な温度と日長条件
下で飼育して温度反応と臨界日長を求めた。温度反
応データと臨界日長を用いて、気候シナリオデータ
に基づく年間発生回数を予測した。
　（オ）　キオビエダシャクの分布予測
　キオビエダシャクの幼虫飼育により発育速度と低
温耐性を調べた。その結果、低温耐性が分布拡大を
制限する要因として重要だと考えられたので、九州
各地及び高知、千葉で蛹を野外設置して越冬可能な
最低気温を調査した。
　（カ）　南根腐病の分布予測
　温暖地域起源の南根腐病菌を本土主要樹種である
スギ、ヒノキ、クロマツ、カラマツ等に接種し病原
性を調べた。南西諸島において南根腐病の発生地域
を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　トドマツオオアブラムシの被害拡大と防除
適期の予測
　被害許容限界以上の危険地帯は 1 ～ 2℃程度の気
温上昇でも大幅な拡大が予測された（図 241-1）。ま
た、4℃の気温上昇では高温障害により世代数の増
加は止まるが減少はしないため、積算温度が 45 月
度以上では世代数は常に 5 世代以上であり、高温障
害は温暖化による危険地帯の拡大を妨げないと考え
られた。世代数推定モデルを用いて有翅虫の出現日
を予測し、防除適期の判定が可能となった 1）。
　（イ）　ヤツバキクイムシの世代数予測
　ヤツバキクイムシの産卵から成虫脱出までの発育
零点は 9.8℃、有効積算温度は 481.9 日℃であった 2）。
羽化から成虫脱出までの期間は 18℃以下で著しい
遅延がみられ、20℃以上では温度による違いは小さ
かった。以上の温度反応定数と気候シナリオデータ
を用いて計算した結果、現状はほとんどの地域が年
2 世代だが、2040 年代には年 3 世代の地域が出現
し、それが 2090 年代には 40% に拡大すると予測さ
れた（図 241-2）3）。
　（ウ）　スギカミキリの世代数予測
　卵から蛹室形成までの発育速度は概ね温度依存的
であり、5 ～ 9 月の日平均気温と合わせて日本各地

第４章　温暖化による生物害の被害拡大予測と適応技術
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の世代数を予測すると、北関東以北では 1 年 1 世代
が 60% 以下、岩手県以北では全て 2 年 1 世代となっ
た。しかし、スギカミキリは 19℃以下では蛹室形
成するものの、蛹化しなかった。そこで世代数予測
の精度を高めるため、さまざまな変温条件化での蛹
化率を明らかにした。以上の温度反応データ及び蛹
室形成時期の平均気温を用いて、気候シナリオデー
タに基づく 1 年 1 世代と 2 年 1 世代の割合を予測し
た結果、北東北で現状 2 年 1 世代が存在する地域で
も、2000 年代後半には全て 1 年 1 世代になると予
測できた（図 241-3）。
　（エ）　ムラサキアツバ発生回数予測
　ムラサキアツバ 1 世代の温度反応データは、雌雄
とも卵から羽化までの発育速度が 25℃まで直線的
に上昇したが、28℃では高温障害が現れた。発育零

点は♂で 7.4℃、♀で 7.5℃であり、有効積算温度は
♂で 930.0 日℃、♀で 912.8 日℃であった 4）。本種
はこれまで 1 年 2 化とされてきたが、温度反応デー
タを用いて世代数を推測すると、地域により 2 ～ 5
世代を繰り返せることが示された。温度反応データ
及び臨界日長を用いて、気候シナリオデータに基づ
く年間世代数を予測した。その結果、現状では北関
東以南で 1 年に 3 ～ 4 回発生しているが、2000 年
代後半には山形・宮城県以南でも 1 年に 4 回の発生
が予測された（図 241-4）。今後、成虫の発生時期を
予測し、栽培施設への侵入を防ぐことが重要になる
と考えられた。
　（オ）　キオビエダシャクの分布予測
　キオビエダシャクは、既存研究によって 26℃で
高温障害が発生するとされていたが、追試を行った

図 241-1　トドマツオオアブラムシの被害拡大予測

図 241-2　ヤツバキクイムシの世代数変化予測
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ところこれは誤りで発育速度は 17℃～ 26℃の範囲
で直線的に上昇した。ただし発育ゼロ点約 10℃で、
熱帯性昆虫としては比較的低温に強く、有効積算温
度 700 日℃以上とかなり高いので寒冷地での年間世
代数は制限されることがわかった。11 月下旬から
3 月上旬まで蛹を野外に放置して生存率を調べた結
果、1 月の平均最低気温が 0℃以上の地域で越冬可
能であった。この結果をもとに気候シナリオデータ
を用いて越冬可能域を予測した（図 241-5）。
　（カ）　南根腐病の分布予測
　本土主要樹種を用いて南根腐病菌の接種試験を
行ったところ、多くの樹種に病原性を確認した。南

根腐病の発生地域を調査した結果、屋久島において
は本病による被害は全く認められず、現時点での国
内における被害地の北端は奄美大島北部と考えられ
た。温度試験では菌は 10℃で成長を停止し 2℃で死
滅するため、温暖化による分布域を予測したとこ
ろ、2040 年代には種子島まで、2090 年代には鹿児
島県南部まで分布が拡大すると予測された（図 241-
6）。

　エ　考　察
　（ア）　トドマツオオアブラムシの被害拡大と防除
適期の予測

図 241-3　スギカミキリの 1 世代に必要な年数の予測

図 241-4　ムラサキアツバ年間羽化回数の予測
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　温暖化による気温上昇により、危険地帯は大幅に
拡大すると予想された。一方、加害樹種であるトド
マツの潜在生息域も温暖化により変化すると予測さ
れている 5）。このような害虫、植物側のリスクを考
慮して造林計画を立てることが、温暖化への適応策
になると考えられる。
　（イ）　ヤツバキクイムシの世代数予測
　今回、2040 年代には年 3 世代の地域が出現する
という予測が得られた。同様の結果はヨーロッパ中
部でも得られており 6）、世界的な被害の拡大が懸念
される。今後は日長反応、天敵の影響、随伴菌の影
響も考慮した予測が必要である。
　（ウ）　スギカミキリの世代数予測
　現状 2 年 1 世代の地域でも、2000 年代後半には
全て 1 年 1 世代になると予測された。このため現在
2 年 1 世代である地域でも、今後抵抗性品種を導入
する必要があると考えられた。

　（エ）　ムラサキアツバ発生回数予測
　ムラサキアツバは、幼虫の早い時期に短日を感受
して休眠蛹となることがわかった。臨界日長は 13
時間 34 分と計算された。これらの結果を用いて年
間世代数を予測したところ、温度反応データだけで
は 1 ～ 4 世代と推計されたが、臨界日長を考慮する
と 1 ～ 3 世代と少なくなり、臨界日長を考慮する必
要性が示された。
　（オ）　キオビエダシャクの分布予測
　越冬地は最低気温が 0℃以上の地域である可能性
が示唆され、低温耐性は本種の分布拡大を制限する
要因として重要だと考えられた。ただし宮崎県以北
での実験では越冬後に羽化する成虫の翅が正常にの
びないことが多く、個体群が維持できる範囲はもう
少し南にあると考えられる。
　（カ）　南根腐病の分布予測
　今回の分布拡大予想とともに、菌自体は九州南部

図 241-5　キオビエダシャクの越冬可能域の拡大予測

図 241-6　南根腐病分布可能域の拡大予測

─ 87 ─



から既に記録されていることから、今後温暖化の進
行により本土での被害発生の危険性がある。本病が
発生した場合、病害木を根株ごと速やかに撤去する
必要がある。

　オ　今後の課題
　今回の予測は初期段階のものであり、予測値につ
いてはさらなる検討が必要である。例えば今回の予
測では日長反応はほとんど考慮しなかった。しか
し、温暖化後には蛹や成虫といった発育ステージの
それぞれが適切な時期に出現するように日長反応が
進化する可能性がある。また、温暖化は温度上昇以
外にも大気中の二酸化炭素濃度の上昇や、降水量の
変化によって被害に影響すると考えられる。そのた
め、二酸化炭素濃度の上昇や降水量の変化が病害虫
個体群に及ぼす影響を調べる必要がある。また、随
伴菌等の共生生物や天敵との相互作用が温暖化に
よってどのように変化するのかを明らかにすること
は予測精度の向上に役立つ。

　カ　要　約
　主要な林業病害虫に対する温暖化影響を予測し、
対応策を検討した。トドマツオオアブラムシの被害
の危険地帯は 1 ～ 2℃程度の気温上昇でも大幅な拡
大が予測された。世代数推定モデルを用いて有翅虫
の出現日を予測し、防除適期の判定が可能となっ
た。ヤツバキクイムシの温度反応定数と気候シナリ
オデータを用いて温暖化予測を行った結果、2040
年代には年 3 世代の地域が出現すると予測された。
スギカミキリの場合は北東北で現状 2 年 1 世代が存
在する地域でも、2000 年代後半には全て 1 年 1 世
代になると予測できた。ムラサキアツバ発生回数
は現状では北関東以南で 1 年に 3 ～ 4 回であるが、
2000 年代後半には山形・宮城県以南でも 1 年に 4
回の発生が予測された。キオビエダシャクは 1 月
の平均最低気温が 0℃以上の地域で越冬可能であっ
た。南西諸島等で発生している南根腐病菌は 2040
年代には種子島、2090 年代には鹿児島県南部まで
分布が拡大すると予測された。

　キ　引用文献
… 1）… 尾崎研一（2012）地球温暖化によるトドマツオ

オアブラムシの世代数増加と被害拡大予測．森林

防疫．61：23-28.
… 2）… 上田明良・尾崎研一（2012）ヤツバキクイムシ

の発育への温度と日長の影響．森林総合研究所研
究報告．11：43-50.

… 3）… 尾崎研一・上田明良・澤野真治（2014）北海道
における地球温暖化によるヤツバキクイムシの世
代数変化予測．森林防疫．63：3-11.

… 4）… 北島博（2013）ムラサキアツバ幼虫の人工飼料
による飼育．日本応用動物昆虫学会誌．57：192-
194.

… 5）… 田中信行・中園悦子・津山幾太郎・松井哲哉
（2009）温暖化の日本産針葉樹 10 種の潜在生息域
への影響予測．地球環境．14：153-164．

… 6）… Jonsson…A.M.,…Harding…S.,…Krokene…P.,…Lange…H.,…
Lindelow…A.,…Okland…B.,…Ravn…H.P.…and…Schroeder…
L.M.…（2011）…Modelling… the…potential… impact…of…
global…warming…on…Ips typographus…voltinism…and…
reproductive…diapause.…Climatic…Change…109:…695-
718.

　研究担当者（尾崎研一＊、北島　博、松本和馬、
神崎菜摘、太田祐子）

２　温暖化によるカツラマルカイガラムシ被害
予測と適応技術の開発
　ア　研究目的
　 カ ツ ラ マ ル カ イ ガ ラ ム シ（Comstockaspis 
macroporana（Takagi））は半翅目マルカイガラム
シ科の昆虫である。従来クリ園の害虫として知られ
ていたが、1999 年から東日本の落葉広葉樹林にお
ける被害が拡大している。主な寄主はコナラ、クリ
などであるが、激害林分では下層植生も含めた広範
囲の樹種に被害が及ぶ場合がある。被害の症状は主
として高密度に発生した本種個体の吸汁による枝枯
れであるが、激害地では 4 割前後の樹木が枯死する
例が知られている 1）。
　近年地球温暖化が多くの生き物に与える様々な影
響が明らかになっている。昆虫と農林業との関わり
では、これまで日本に分布しなかった南方性の昆虫
が温暖化により日本本土へと分布を広げ、新たな害
虫として問題化することが予想される。一方、カツ
ラマルカイガラムシのような古くから国内に生息す
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る害虫にも、温暖化によってこれまでとは異なる地
域で異なる樹木や作物に被害をもたらす可能性があ
る。本研究課題ではカツラマルカイガラムシについ
て、温暖化シナリオに基づいた将来の被害予測を行
うとともに、被害の拡大を食い止めるため薬剤の樹
幹注入による防除法の開発を行った。

　イ　研究方法
　（ア）　カツラマルカイガラムシの簡易増殖法の開
発と温度反応の解明
　温暖化による被害予測を行うためには、その基本
データとなる温度と発育の関係を示す指標、すなわ
ち発育ゼロ点と有効積算温度を求める必要がある。
さらにこの数値を得るためには、カツラマルカイガ
ラムシを温度別に 1 世代飼育してその所要日数を明
らかにしなければならないため、簡易な室内増殖法
を開発する必要がある。
　　ａ　カツラマルカイガラムシの簡易増殖法の開
発
　　（ａ）　カボチャを用いた飼育法開発
　カツラマルカイガラムシは 1 世代に要する期間が
他のカイガラムシと比べて長いため、室内飼育に用
いる代替寄主植物には日持ちのするカボチャを使用
することとした。供試した品種は坊ちゃんカボチャ
とバターナッツカボチャである。カツラマルカイガ
ラムシの接種は、1 齢幼虫の発生時期に福島県磐梯
町のコナラ林で発生した被害枝（長さ 10 ～ 20…cm）
をカボチャの上に置くことで、1 齢幼虫は枝からカ
ボチャへと自力で移動し、カボチャに寄生した。こ
れを 20 ～ 26℃一定に設定した恒温器に入れて飼育
した。
　　（ｂ）　クリ苗による飼育法開発
　カツラマルカイガラムシをより簡単に通年飼育す
るために、本来の寄主であるクリのポット苗を用い
た飼育を行った。高さ 50 ～ 70…cm のポット苗を用
い、1 齢幼虫を接種した後、空調付きのガラス温室
内で 25℃（冬季）～ 28℃（夏季）一定温度、自然
日長下で飼育した。
　カボチャは 2 ～ 3 日間隔、クリ苗は 10 日間隔で
観察し、カイガラムシの発育状況、次世代の発生、
カボチャ及びクリ苗の状態（腐敗、枯死など）を確
認した。
　　ｂ　カツラマルカイガラムシの発育ゼロ点及び

有効積算温度の推定
　カツラマルカイガラムシ孵化幼虫をバターナッツ
カボチャに接種し、プラスチック製バットにのせ
て恒温器（日本医科器械 LH-30-8CT）内で飼育し
1 世代の所要日数を調査した。設定温度は 20、21、
22、23、24 ± 0.3℃の 5 段階、日長は 16…L：8…D と
した。各温度に対し、カボチャ 2 ～ 4 個を使用し、
一つのカボチャ上ではおよそ 300 ～ 1000 個体を飼
育した。飼育個体は 2 ～ 3 日間隔で発育状況を確認
した。1 世代の所要日数は、それぞれのカボチャ上
に孵化幼虫を移した日から、次世代孵化幼虫の出現
が初確認された日までとした。上記の飼育から得た
データについては積算温度法則に基づき 2）、横軸に
温度、縦軸に 1 世代所要日数の逆数（＝発育速度）
をとって 1 次回帰式を求め、その x 切片を発育ゼ
ロ点 T0、x 係数の逆数を有効積算温度 K とした。
　（イ）　カツラマルカイガラムシの温暖化による被
害分布予測
　福島、山形、長野県において、カツラマルカイガ
ラムシ被害が初めて確認された年から 2014 年まで
の被害分布調査を行った。調査は毎年自動車で走行
しながら目視により被害箇所を確認し、その位置を
5 万分の 1 地形図上に記入した。地形図上の被害地
はエクセルで作成したメッシュ図（地域基準（3 次）
メッシュ（1 辺約 1…km）に基づく）に落とし、被
害分布図を作成した。
　福島県内の被害分布図を用いて、最大エントロ
ピー法 3）によるカツラマルカイガラムシの被害分
布予測を行った。有効積算温度、植生、標高及び年
降水量を各メッシュの環境要因とした。カツラマル
カイガラムシの発育と温度の関係については、上
記カボチャを用いた室内飼育により得た発育ゼロ
点 12.2℃、1 世代の有効積算温度 770 日度 4）を使用
した。植生は環境省第 5 回植生調査により公開され
た植生図 6）から、カツラマルカイガラムシの寄生
可能な樹種を抽出して使用した。これらの環境要因
をモデルに組み込んで福島県内における潜在分布域
の推定を行った。温暖化による将来の分布に関して
は、有効積算温度の計算に用いる日平均気温に温暖
化シナリオデータ（MIROC…high…resolution、…A1B
シナリオ）の 2010 年、2050 年及び 2100 年の数値
を当てはめた予測被害分布図を作成した。
　（ウ）　カツラマルカイガラムシの薬剤樹幹注入に
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よる防除法の開発
　山形県内の広葉樹林 4 か所において、帯状施用区
を設定した薬剤樹幹注入によるカツラマルカイガラ
ムシの防除試験を行った。使用した薬剤はアセタミ
プリドを有効成分としたマツグリーン液剤 2 であ
り、この 50 倍希釈液を注入用ノズル付きアンプル
に 200…ml 入れ、ドリルで穿孔した樹幹に装着した。
試験区は、被害林と未被害林の間に幅約 30…m の帯
状薬剤施用区を設定した 7）（図 242-1）。同じく山形
県内において、クリ（栽培クリ）のカツラマルカイ
ガラムシ被害に対する薬剤樹幹注入による防除試験
を行った。使用薬剤及び施用法は上記の広葉樹林に
おける試験と同様である。供試木において秋季に結
実したクリの実のアセタミプリド含有量を高速液体
クロマトグラフにより定量した 8）。

　ウ　研究結果
　（ア）　カツラマルカイガラムシの簡易増殖法の開
発と温度反応の解明

　　ａ　カツラマルカイガラムシの簡易増殖法の開
発
　坊ちゃんカボチャ 11 個を用いて 20 ～ 26℃の一
定温度で飼育した結果、次世代の出現までに至った
のは 2 個にとどまった。残りはいずれもカイガラム
シの発育途中でカボチャが腐敗し、全個体が死亡し
た。一方バターナッツカボチャを用いて飼育した結
果、ほぼ 100% が次世代発生までの飼育に成功した。
　カツラマルカイガラムシを接種したクリ苗は平均
7.5 か月生存し、吸汁を受けながら 1 年以上生存し
た個体もあった。クリ苗におけるカツラマルカイガ
ラムシの経過世代数の分布を図 242-2 に示した。ク
リ苗上では平均 2 世代を経過させることが可能で、
最大 5 世代経過するケースもあった。クリ苗の生存
期間とカイガラムシの経過世代数との間には有意
な正の相関が認められた。65 本のクリ苗について、
苗が枯れるまでに寄生し成虫になった雌個体の生息
密度は平均 1…cm2 当たり 20.33 個体、最大値は 58.46
個体であった。

カイガラムシの移動

幅30m程度

被害林 健全林樹幹注入帯状施用区

図-2
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カツラマルカイガラムシの経過世代数

図 242-1　カツラマルカイガラムシ防除のための殺虫剤樹幹注入の帯状施用法

図 242-2　クリ苗におけるカツラマルカイガラムシの経過世代数の分布 9）
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　　ｂ　カツラマルカイガラムシの発育ゼロ点及び
有効積算温度の推定
　飼育結果から得られた飼育温度（T）と発育速度

（V：1 世代所要日数の逆数）の関係を示す 1 次回帰
式
　V ＝ 0.0013T － 0.0158
より、発育ゼロ点 T0 ＝ 12.2℃及び有効積算温度 K
＝ 770 日度が得られた。
　（イ）　カツラマルカイガラムシの温暖化による被
害分布予測
　福島県では 2006 年に初めて被害が確認された。
2008 年には会津と中通りの被害が拡大し、2009 年
～ 2010 年にかけてこれら 2 地方における被害はさ
らに増加し、2010 年に被害地メッシュ数が 800 を
超え、ピークに達した。また 2009 年には浜通りで
の被害が初確認された。2011 年～ 2012 年は被害地
メッシュ数が減少する一方で終息地が大幅に増加し
た。このまま県内の被害は終息していくかと思われ
たが、2013 年には再び増加に転じ、ピークは過ぎ
たものの治まる傾向にはない。山形県では 2003 年
に山形市内で被害が発生し、山形盆地ならびに置
賜盆地において徐々に被害地が広がっている。被
害地のほとんどは県の西部に存在する。長野県で
は 2002 年から被害が発生し、集団的な被害はほぼ
県北部の飯山市、長野市、須坂市などの限られた地
域に限定されており、2008 年にピークとなった後、
終息傾向にある。
　被害地分布解析の結果、福島県内の現在の被害分
布は有効積算温度との間に高い相関関係が認めら
れた。カツラマルカイガラムシの福島県における
2010 年、2050 年及び 2100 年の温暖化シナリオデー
タ（MIROC…high…resolution、A1B シナリオ）に基

づく潜在分布域を図 242-3 に示した。カツラマルカ
イガラムシは寄主範囲が広いため、摂食可能な植生
の分布は県のほぼ全域にわたるものと推定された。
温暖化が想定された 2050 年以降の分布域は、現在
の会津盆地及び中通り周辺を中心とした地域から、
現在は被害の見られない、より標高の高い阿武隈山
地、猪苗代湖周辺などに推移することが推定され
た。
　（ウ）　カツラマルカイガラムシの薬剤樹幹注入に
よる防除法の開発
　山形県内の 4 か所で行った薬剤樹幹注入の帯状施
用試験（図 242-1）においては、試験開始時点では
一部に葉枯れが認められた林分でも、3 年以内には
ほぼ健全な状態に回復した（表 242-1）。樹幹注入施
用木の多くではカツラマルカイガラムシの寄生が確
認されたものの、ほぼ全ての個体が死亡しているの
が観察された。
　栽培クリへの薬剤注入試験の結果、薬剤注入 8 週
間後、薬剤施用区では全ての供試木が健全であっ
た。一方無処理区では 5 本中 4 本で 50% 以上の枝
枯れが生じたことから、クリに対する樹幹注入剤施
用には、広葉樹林同様の防除効果があることが明ら
かになった。また供試木に対する薬害は認められ
なかった。供試木から採取したクリの実の成分分
析（注入薬剤の有効成分アセタミプリドの分析）を
行った結果、採取した全サンプルのアセタミプリド
含有量は 0.01…ppm 未満であり、これは食品衛生法
のポジティブリストに定める検出量以下であった。
これによりクリの実の安全性が確認された。
　薬剤樹幹注入の帯状施用試験及び栽培クリに対す
る試験の結果、「樹木類・栽培グリに対する殺虫剤
の樹幹注入による予防技術」に関する農薬登録 10）

図 242-3　カツラマルカイガラムシの福島県における 2010 年、2050 年及び 2100 年の潜在分布域
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が認定された。

　エ　考　察
　（ア）　坊ちゃんカボチャは腐敗しやすくカツラマ
ルカイガラムシの飼育には不向きであり、バター
ナッツカボチャが適していることが明らかになっ
た。クリ苗における飼育結果から、クリ苗が 4 か月
生存すればカイガラムシは 1 世代、8 か月生存すれ
ば 2 世代以上がほぼ確実に飼育可能と言うことがで
きる。今回の飼育調査で得られた数値について実際
の野外個体群の生活史と比較すると、12.2℃という
やや高めの発育ゼロ点は、野外におけるほぼ全ての
個体が 1 齢幼虫の段階で越冬することを可能にして
いると考えられる。
　（イ）　最大エントロピー法による解析では、福島
県の被害分布に関しては有効積算温度との間に高い
相関が認められたため、温暖化とともに分布が高標
高域に広がる傾向が見られた。しかし山形県の被害
分布に関して同様の解析を行ったところ、温度より
降水量との間に高い相関が認められ、温暖化後もほ
とんど分布に変化が認められなかった。これは現在
の分布が県西部の一部地域に偏っていたことが一つ
の原因と考えられる。
　（ウ）　薬剤樹幹注入法の帯状施用が優先的に行わ
れるべき森林として、以下のような場所を挙げるこ
とができる。（1）住民の生活と密接に関わっている
森林（住宅の背後の森林、道路・鉄道・電線などラ
イフラインと近接する森林、森林としての保全が必
要な保安林）。（2）修景上保全が必要な森林（景観
として成立している観光地、緑陰が期待される森林
公園やキャンプ場）。

　オ　今後の課題
　（ア）　バターナッツカボチャによる飼育は現在の
ところカボチャの入手可能な時期が夏季に限定され
ており、カボチャのみでの通年飼育が難しい状況に
ある。したがってバターナッツカボチャの夏季以外
の栽培あるいは長期保存について検討する必要があ
ると考えられる。温度反応の調査においては、今回
行わなかった休眠及び光周性が発育に及ぼす影響を
考慮した飼育を今後行う必要がある。
　（イ）　福島、山形、長野 3 県における被害分布は
いずれもピークは過ぎたと考えられるものの、完
全には終息しておらず、この 1、2 年拡大傾向が強
まった。引き続き今後の被害動向も注視する必要が
ある。
　（ウ）　薬剤樹幹注入法は対象木 1 本 1 本に対しボ
トルの設置と注入後の回収作業が必要となる分コス
トがかかるため、ボトルを用いない注入法など、ナ
ラ枯れ防除向けに開発された既存の技術などを応用
したものを新たに考えていく必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　バターナッツカボチャ及びクリのポット苗
を用いたカツラマルカイガラムシの室内増殖法を確
立した。この飼育法をもちいて発育ゼロ点 12.2℃及
び有効積算温度 770 日度が推定された。
　（イ）　東日本 3 県におけるカツラマルカイガラム
シの被害推移を調査した結果、全ての県で被害の
ピークは過ぎたと考えられるものの、いまだ被害地
の拡大は続いていることが明らかになった。福島県
における温暖化による被害分布予測を行った結果、
2050 年以降の分布域は、現在の会津盆地及び中通
り周辺を中心とした地域から、現在は被害の見られ

設置 供試
年度 本数 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

山形市 蔵王半郷 2006 28 コナラ 4.3 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
天童市 舞鶴山 2007 40 コナラ他 3.8 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0

2008 59 コナラ他 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2009 44 コナラ他 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2010 40 コナラ他 5.0 5.0 5.0 5.0

米沢市 戸塚山 2008 38 コナラ他 4.6 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0
2009 46 コナラ他 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

遊佐町 菅里 2008 96 コナラ他 3.9 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0

市町名 地区名 樹種
供試木の様態（各年の平均値）

注）供試木の様態：5…正常，4…一部葉枯れ，3…半分葉枯れ，2…全部葉枯れ，1…枯死

表 242-1　山形県内で殺虫剤樹幹注入の帯状施用を実施した試験地の供試木の様態
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ない、より標高の高い地域に推移することが推定さ
れた。
　（ウ）　薬剤樹幹注入を用いた広葉樹林における帯
状施用試験及び栽培クリに対する施用試験を行った
結果、どちらも顕著な効果が認められ、農薬登録

（適用拡大）が認定された。
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３　シイタケ原木栽培における害菌害虫被害等
の回避技術の開発
　ア　研究目的
　今後進行が予測されている地球温暖化に伴い、中

山間地域の重要な収入源となっているシイタケ栽培
において、病虫害の被害の拡大による栽培障害が深
刻化してくることが予想される。しかしながら、実
際に地球温暖化がシイタケ栽培の阻害要因となるの
か実証を行った研究事例が少なく、被害の予測や対
策方法の検討を行うことが困難な状況であった。そ
こで、地球温暖化による気象変動が実際にシイタケ
栽培の阻害を起こすのか検証を行うこと、シイタケ
の収穫量の減少や栽培地の放棄などが起きないため
の環境整備方法の検討、耐病性品種の開発を進める
こととした。これらの研究データを蓄積することに
より、地球温暖化が進行しても、中山間地域でのシ
イタケ栽培を可能とし、収入源の確保に貢献するこ
とが最終的な目的である。

　イ　研究方法
　（ア）　被害発生状況の調査
　温度別の対峙培養試験を実施し、温度とシイタケ
菌の抵抗性に関する検証を行った。全国各地で害菌
類の分離試験を行い、温暖化と害菌の分離率に相関
関係があるのか検討を行った。温度条件を変えた栽
培試験を行い、温暖化がシイタケの発生に影響を与
えるのか検証した。被害発生地の温度データを取
り、気温と被害の発生パターンに関係があるのか検
証した。病原菌の一種である Hypocrea 属菌の動態
調査や分離菌の簡易同定方法を検討した。
　　ａ　温度別対峙培養試験：内径 22…mm の両口
試験管に、おが粉・米ぬか培地を長さ約 9…cm にな
るように詰め、オートクレーブ滅菌を行う。片側に
シイタケ菌糸（北研 600 号）を植え、約 2 週間培
養を行った後、反対側に Trichoderma harzianum

（KRCF…131）菌を植え、培養を行った。培養温
度 は、21 ℃，24 ℃，27 ℃，30 ℃，33 ℃ の 5 段 階
とした。両菌が接触後、2 週間ほど経ってから接
触部での帯線の形成の確認を行った。また、T. 
harzianum 接種後、12 日目及び 16 日目にシイタケ
接種側からの分離試験を行い、シイタケ接種部まで
の侵害の有無を調べた。
　　ｂ　害菌分離試験：シイタケほだ木からの害菌
の分離率と気温の関係を調べるために、気候条件の
異なる地域での害菌類の分離試験を行った。方法
は、接種から仮伏せまでを熊本市の研究所構内で行
い、その後全国 7 箇所の試験地（沖縄県、鹿児島
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県、大分県、長野県、群馬県、岩手県、北海道）に
試験木を配送し、各試験地のシイタケ発生用のほだ
場で管理し、2 年目の夏に、各試験用のほだ木 3 箇
所（上部、中部、下部）の樹皮下の材部分から生息
菌の分離を行った。
　　ｃ　栽培試験：シイタケの種駒（森 290 号）を
クヌギ原木に接種し、当研究所構内（熊本市）にあ
る立田山試験林内のほだ場に移動させた。その後接
種当年の 8 月前半 2 週間、32℃の恒温室内で管理す
る高温処理区と 22℃の恒温室内で管理する低温処
理区、接種 2 年目の 8 月前半の 2 週間、高温処理

（32℃）と低温処理（22℃）を行う 2 試験区及びこ
れらの温度処理を行わず試験林のほだ場内から移動
させない試験区（コントロール区）の合計 5 つの処
理を設け、それぞれの試験区毎に発生するシイタケ
の乾燥重量による収穫量の比較を行った。
　　ｄ　被害発生地の調査：佐賀県伊万里市、大分
県豊後大野市、宮崎県諸塚村において現地調査を実
施し、被害ほだ木に形成された Hypocrea 属菌の子
のう果を持ち帰り、単子のう分離による原因菌の分
離を行った。また、同じく被害報告のあった長崎県
対馬から被害ほだ木を研究所に送ってもらい、同
様に原因菌の分離を行った。分離菌から DNA の抽
出を行い、ITS（internal…transcribed…spacer）領域
の塩基配列の決定を行い、DDBJ のウェブサイト上
に公開されている BLAST 検索機能を使ったホモロ
ジー検索を行い、候補種の推定を行った。得られた
塩基配列データ及び他の主な害菌類の塩基配列デー
タのマルチプルアライメント解析結果から、病原体
である H. lactea 及び H. peltata に特異的なプライ
マーの設計を行った。また、被害現場の一つである
諸塚村の人工ほだ場の気温データの収集、ならびに
落下菌調査を実施した。
　（イ）　栽培環境整備による被害回避法開発のため
の研究
　　ａ　寒冷紗の施用効果の確認：熊本市研究所構
内にある人工ほだ場の、半分に寒冷紗（遮光率：約
85%）を施用し、寒冷紗の施用区と非施用区での気
温（6 月～ 9 月）、最高気温 30℃以上の日数及び直
下のほだ木材部分の温度測定を行った。また、コン
トロール区として立田山林内のほだ場でも同様の測
定を行った。
　（ウ）　耐病性品種導入による被害回避法の開発

　　ａ　耐病性品種の選抜及び新たな交配株の作
出：複数のシイタケ菌株と Trichoderma 属菌を対
峙培養試験し、Trichoderma 属菌に対する耐病性
の高い品種を選抜した。次に、選抜された菌株の栽
培試験を行い、発生した子実体から単胞子分離を行
い、交配可能な一核菌糸を取得した。取得した一核
菌糸菌株同士を掛け合わせ、新たな交配株を作出し
た。作出した菌株をさらに Trichopderma 属菌と対
峙培養させ、耐病性に優れた菌株の選抜を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　被害発生状況の調査
　温度別の対峙培養試験では、33℃で供試したシイ
タケ菌糸の帯線形成能が消失する現象が観察され
た（図 243-1）。また、シイタケ接種側からの分離
試験では、21℃から 27℃までは侵害が確認されな
かったものの、30℃から侵害が確認され（12 日目：
20%，16 日目：20%）、33℃でより顕著に侵害され
る（12 日目：60%，16 日目：100%）ことが分かっ
た 4,…5）。
　害菌分離試験では、全国 7 箇所の試験地での害菌
類の分離率から、シイタケ菌糸に対する害菌類の一
種である T. harzianum が全ての試験地から分離さ
れ、その分離率と各試験地における最高気温 30℃
以上の日数の間で最も高い相関関係が認められた

（図 243-2）4,…5）。
　栽培試験では、接種 1 年目、もしくは 2 年目の 8
月前半の 2 週間温度条件を変えた栽培試験により、
接種 2 年目の夏場に高温条件下においた試験区（試
験区 3）の収穫量が、1% 水準で有意に下がること
が確認された（図 243-3）2,…5）。
　被害発生地の調査では、ITS 領域の塩基配列の解
析結果等から、佐賀県伊万里市の被害現場から分離
された菌が H. peltata であること、大分県豊後大野
市の被害現場から分離された菌が H. lactea である
こと、宮崎県諸塚村から分離された菌が H. peltata
及び H. lactea であること、長崎県対馬の被害ほ
だ木から分離された菌が H. peltata であることを
確認した 1,…5）。ITS 領域の塩基配列の比較から、H. 
peltata 及び H. lactea のサンプルを特異的に検出す
るためのプライマー開発を行った（図 243-4）3,…5）。
　開発したプライマーを使い、諸塚村の落下菌調査
を行った菌株の同定を行ったところ、分離菌株に
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H. lactea が存在していることを確認した。この結
果、諸塚村の被害現場での H. lactea の被害拡大は、
空気中からの感染が主な感染ルートであろうと推定
した。
　（イ）　栽培環境整備による被害回避法開発のため
の研究
　人工ほだ場の上部に寒冷紗を施用する試験（図
243-5）では、表 243-1 に示すように、わずかでは
あるが寒冷紗を施用した区で、試験を行った 2012

年、2013 年ともに平均気温が低くなった。最高気
温 30℃以上の日数で比べると、よりはっきりとそ
の違いが認められ、2012 年の試験で 8 日、2013 年
の試験で 14 日、少なくすることができた。ただし、
いずれの値も林内が一番低かった。よりシイタケの
生活圏として重要と考えられる、ほだ木の内部の温
度についても寒冷紗をかけることで温度上昇を抑え
る効果があることが確認された（表 243-2）。平均
温度では、0.4℃の違いしかないものの、最高到達

帯線

21℃

24℃

27℃

30℃

33℃

図 243-1　温度別対峙培養試験の様子

図 243-3　夏場の温度処理のシイタケ栽培への影響
（垂線：標準偏差）
（＊収穫量：乾燥重量（g））

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H. lactea分離菌株 H. peltata分離菌株 H. lactea分離菌株 H. peltata分離菌株

図 243-4　種特異的プライマーによる判定
（左：H. lactea 判別用プライマー使用、右：H. peltata 判別用プライマー使用）

図 243-2�　最高気温 30℃以上の日数と T. harzianum の分
離率の関係
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温度では 3.0℃の差が認められた。試験を行った人
工ほだ場では、試験期間の正午前後に直射日光が入
る環境であったことから、最高到達温度の差は、直
射日光の有無が影響していると考えられ、直射日光
が入らないようにすることがほだ木内部の温度上昇
を抑えるためにも重要であることが確認された。な
お、原野に置いていたほだ木では、最高到達温度は
51.3℃にまで達した 2,…5）。
　（ウ）　耐病性品種導入による被害回避法の開発
　耐病性試験の検定結果から、菌興 241 号、北研
600 号、森 701 号、北研 608 号を選抜した。このう
ち、北研 600 号及び北研 608 号から胞子菌株を取得
し、36 の新たな交配菌株を作出した。この交配菌
株について再度対峙培養試験を行い、耐病性に優れ
た 3 菌株を選抜した。小型菌床を用いた栽培試験を
行ったところ、3 菌株のうち 2 菌株から子実体の発
生が認められた。

　エ　考　察
　（ア）　温度別の対峙培養試験の結果から、高温条
件（培養温度：33℃）で帯線形成の能力が消失する
ことが確認された。帯線は、競合生物に対する防御
機構と考えられており、帯線形成能の消失は抵抗力

の低下をあらわす。また、実際の分離試験によって
も培養温度が高いほど分離率が上がっており、平均
気温の上昇によって 30℃を超える環境が続いた場
合、シイタケの抵抗力の低下が引き起こされること
が示唆された。
　 害 菌 分 離 試 験 か ら 30 ℃ 以 上 の 日 数 と T. 
harzianum の分離率に相関関係が認められた。こ
のことから、地球温暖化の進行によって最高気温が
30℃を超える日数が増えると、T. harzianum の分
離率が高くなることが示唆される。T. harzianum
は、先に紹介した対峙培養試験からも、30℃を超
える環境下でシイタケ菌糸側への侵害力が増すこ
とが確認されている。これまでの研究から、T. 
harzianum がシイタケ菌糸を分泌する毒素成分で死
滅させ、細胞壁等の分解酵素によりシイタケの菌糸
を分解することが知られており、T. harzianum の
分離率の高まりは、シイタケ菌糸にダメージを与え、
シイタケ栽培に負の影響を及ぼすと考えられる。
　栽培試験から少なくとも地球温暖化が進行し、気
温が上昇し夏場に 2 週間気温が平均で 5℃上がると
収穫量が 6.5% 程度にまで下がることが確認され、
温暖化の進行がシイタケ栽培に深刻な影響を与えう
ることが示唆された。

測定地点
寒冷紗無
寒冷紗有
林内ほだ場

2012年 2013年 2012年 2013年
24.9
24.8
24.0 35

平均気温(℃) 最高温度30℃以上日数(日)

25.9 64 77
25.7 56 63
24.7 28

試験区 平均温度(℃) 最高到達温度(℃)
寒冷紗無 25.9 34.8 6月16日
寒冷紗有 25.5 31.8 8月11日
林内ほだ場 25.3 31.8 8月12日
原野 31.4 51.3 7月12日

最高温度測定日

図 243-5　人工ほだ場への寒冷紗施用試験（下から見た写真）
（左：寒冷紗無、右：寒冷紗有）

表 243-1　寒冷紗施用の気温への影響 表 243-2�　寒冷紗施用のほだ木内部の平均温度と最高
到達温度

試験期間：2013 年 6 月 7 日～ 8 月 13 日
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　九州各地の被害現場から分離される菌は、H. 
peltata と H. lactea の 2 種が多く、この 2 種はどち
らも菌寄生性が高い菌であることが確認されてい
る。近年被害報告が増えており、このことは少なか
らず温暖化の影響によると考えられる。両菌ともに
分離菌の状態では、分生胞子を作らず同定が困難な
ことが調査を行い難い原因となっていたが、開発し
たプライマーにより、分離菌の同定が簡便に行える
ようになったことから、生態的な調査がしやすく
なったものと考えられる。このプライマーを用いた
調査から諸塚村での H. lactea の被害拡大は、空気
中からの感染が主であることが示唆され、これまで
の Hypocrea 属菌の被害は土壌からの感染や接触感
染により広がっているとされる説を見直す必要があ
ると考えられた。
　（イ）　寒冷紗の人工ほだ場への施用により、気温
の上昇やほだ木内部の温度上昇を抑える効果がある
ことが確認された。特に、南中高度が高くなり、直
射日光がほだ場内に入る時期、上部に寒冷紗を施用
することは、ほだ木内のシイタケ菌糸の温度上昇に
よるダメージを防ぐ効果や害菌類の活動を抑える効
果が期待できる。ただし、冬場の発生期には、温度
が高い方が子実体の生長が早くなるといった場合も
あるため、常時かけ続けることは避けた方がよいと
考えられる。
　（ウ）　耐病性の選抜試験、ならびに選抜された菌
株同士の交配によって得られる交配菌株から、少な
くとも耐病性が高いと判断された親株と同等程度の
耐病性を有する菌株が得られた。このことから、耐
病性の高い菌株同士の交配は、耐病性の高い菌株の
育種方法として有効な方法であると考えられた。今
後は、選抜された交配菌株の栽培試験による性能確
認や、より組み合わせを増やしさらなる耐病性の高
い交配菌株を作出する必要があると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　栽培試験の事例としては今回の試験だけで
はデータが少なく、温暖化の進行に合わせた収穫量
予測といったことができるレベルにはない。今後さ
らにいろいろな条件（異なる地域や処理する温度条
件、接種方法の違いの検討など）を設定した試験を
行う必要があると考えられる。
　今回の研究から、温暖化の進行が害菌の発生を助

長することを示すデータが得られたものの、対策方
法として農薬が使用されることがほとんどないシイ
タケの原木栽培施設では、現在有効な対策方法がと
れないという実態にある。そのため、特定防除資材
を使った防除方法など、農薬を使用しない防除方法
を早急に確立する必要がある。
　（イ）　今回の試験によって、寒冷紗の施用は栽培
環境を改善する上で、一定の効果があることは確認
されたものの、調査地点 1 点で言えることは少な
く、さらに多くの地域で同様の処理がどの程度の効
果をもたらすのか、確認する必要があろう。
　（ウ）　耐病性形質が遺伝する形質であることが、
今回の試験から見えてきた。効率的な耐病性育種を
行っていくためには、耐病性を制御する遺伝子座や
遺伝子の特定が行われる必要があり、今後関係する
遺伝子探索の研究なども行い、耐病性の形質に着目
した育種を効率的に行うための基盤整備をすすめる
必要があると考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　栽培試験や分離試験の結果から、温暖化の
進行がシイタケ栽培に負の影響を与える可能性が高
いことが示唆された。特に、近年九州地域で被害の
報告が相次いでいる Hypocrea 属菌の被害拡大が懸
念される。研究成果の一つである Hypocrea 属菌の
種同定用のプライマーを用いることによって、今後
の調査における調査効率や同定精度を向上させるこ
とに成功した。
　（イ）　寒冷紗をシイタケ栽培のほだ場に施用する
ことで、ほだ場内の気温上昇やほだ木内部の温度上
昇を抑える効果があることを確認した。
　（ウ）　対峙試験による選抜から、耐病性に優れた
菌株を 4 株選抜した。また、選抜された菌株を親株
として用いて作出した交配菌株の中に、耐病性に優
れた菌株が存在すること、ならびに選抜された菌株
のうち、2 菌株が子実体形成能を有していることを
確認した。

　キ　引用文献
… 1）… 宮崎和弘・中武千秋・甲斐充・有森由美（2013）

九州地域で発生しているヒポクレア属菌の被害調
査と特性評価について．九州森林研究．66：158-161.

… 2）… 宮崎和弘・中武千秋（2014）シイタケ原木栽培
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における夏場の高温状態の発生に及ぼす影響と寒
冷紗施用による環境改善効果について．九州森林
研究．67：83-85.

… 3）… 宮崎和弘・新田剛・中武千秋・川口真司（2015）
シイタケ原木栽培におけるヒポクレア属菌の感染
経路の推定．九州森林研究．68：165-168.

… 4）… 宮崎和弘・新田剛・中武千秋・矢吹俊裕・奥田徹
（2015）地球温暖化がシイタケ原木栽培の害菌問題

に及ぼす影響に関する研究 .…九州森林研究．68：
173-176.

… 5）… 宮崎和弘・末吉昌宏（2015）地球温暖化による
シイタケ原木栽培への影響と適応策について．森
林総合研究所九州支所（熊本市）．pp.…21.

　研究担当者（宮崎和弘＊、末吉昌宏）
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既刊行抜粋（最新号より70号）
488．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　3系　飼料自給率向上のための放牧技術の開発… （25年… 1月）
489．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　4系　地域先導技術の実証・解析… （　　〃　）
490．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　5系　
… 飼料用米の低コスト生産・調製・給与技術の開発… （　　〃　）
491．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発安全性… （　　〃　）
492．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発信頼性… （　　〃　）
493．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発機能性　… （　　〃　）
494．土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発（eDNAプロジェクト）… （　　〃　）
495．食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発… （25年… 3月）
496．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発
… －動物ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－… （　　〃　）
497．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発
… －昆虫ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－… （　　〃　）
498．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発①
… （国産バイオマス燃料への利用に向けた資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発）… （26年… 3月）
499．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発②
… （稲わら等の作物の未利用部分や資源作物・木質バイオマスを効率的にエタノー
… ル等に変換する技術の開発）　… （　　〃　）
500．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発③（バイオマス利用モデルの構築・実証・評価）…（　　〃　）
501．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発④（バイオマス・マテリアルの製造技術の開発）…（　　〃　）
502．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発⑤
… （革新的なCO2高吸収バイオマスの利用技術、バイオ炭化水素製造技術及びバイオ
… オイルの製造技術の開発）… （　　〃　）
503．担い手の育成に資するIT等を活用した新しい生産システムの開発… （　　〃　）
504．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発超低コスト作物生産技術の開発… （　　〃　）
505．農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発… （　　〃　）
506．農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発… （　　〃　）
507．ウナギの種苗生産技術の開発… （　　〃　）
508．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発－魚種交替の予測・利用技術の開発－… （　　〃　）
509．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発
… －クラゲ類の大発生予測・抑制技術の開発－… （　　〃　）
510．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO領域－… （　　〃　）
511．新農業展開ゲノムプロジェクト－重要性質領域－… （　　〃　）
512．新農業展開ゲノムプロジェクト－QTL領域－… （　　〃　）
513．新農業展開ゲノムプロジェクト－多様性領域－… （　　〃　）
514．新農業展開ゲノムプロジェクト－他作物マーカー領域－… （　　〃　）
515．新農業展開ゲノムプロジェクト－リソース領域－… （　　〃　）
516．新農業展開ゲノムプロジェクト－マーカー育種領域－… （　　〃　）
517．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO評価・管理領域－… （　　〃　）
518．新農業展開ゲノムプロジェクト－DREB遺伝子等を活用した環境ストレスに強い作物の開発－… （　　〃　）
519．鳥インフルエンザ、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発… （　　〃　）
520．牛海綿状脳症（BSE）の効率的なリスク低減技術の開発… （　　〃　）
521．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発
… ［化学物質（第 1 編）］… （　　〃　）
522．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発
… ［かび毒・病原微生物（第 2 編）］… （　　〃　）
523．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発
… －自給飼料の簡易・迅速品質評価技術の確立－… （　　〃　）
524．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発
… －広域流通に向けた自給飼料の高品質化及び安定化技術の開発－… （　　〃　）
525．農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発… （　　〃　）
526．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－有機農業の生産技術体系の確立－…（　　〃　）
527．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発
… －冬作物の高品質化に資する基盤技術の開発－… （　　〃　）
528．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発
… －土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発－… （　　〃　）
529．農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト… （27年… 2月）
530．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発
… －戦略作物等の省力・多収生産技術の開発－… （　　〃　）
531．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発
… －冬期の水田活用を促進する高品質な冬作物品種の開発－… （　　〃　）
532．野菜等の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発… （　　〃　）
533．花きの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発… （　　〃　）
534．キノコの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発… （　　〃　）
535．害虫の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発… （　　〃　）
536．有用水産生物の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発… （　　〃　）
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537．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －土壌病害虫診断技術等の開発－… （27年… 2月）
538．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －低投入型農業のための生物農薬等新資材及びその利用技術の開発－… （　　〃　）
539．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －農業環境における物質循環促進のための微生物による処理技術の開発－… （　　〃　）
540．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －循環型農業のための有機資材とその利用技術の開発（B-1系）－
… －施肥削減に向けた生産技術体系の開発（B-2系）－… （　　〃　）
541．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －稲麦大豆作等土地利用型農業における自動農作業体系化技術の開発－… （28年… 3月）
542．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発－小型ロボットによる畦畔除草等自動化技術の開発－… （　　〃　）
543．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －農家の作業技術の数値化及びデータマイニング手法の開発－… （　　〃　）
544．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発－施設園芸における高度環境制御技術の開発－… （　　〃　）
545．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（育種）－… （　　〃　）
546．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（飼料生産）－… （　　〃　）
547．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（牛）－… （　　〃　）
548．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（豚）－… （　　〃　）
549．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（鶏）－… （　　〃　）
550．低コスト・省力化、軽労化技術等の開発
… －水田最大限活用のための低コストな用排水機能管理・最適化技術の開発－… （　　〃　）
551．農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発
… －高濃度汚染地域における農地土壌除染技術体系の確立－… （　　〃　）
552．農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発
… －大豆、そば等における放射性物質移行低減対策技術の開発及び植物における
… 放射性セシウム吸収メカニズムの解明－… （　　〃　）
553．農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発
… －農地土壌における放射性セシウム動態予測技術および拡散防止技術の開発－… （　　〃　）
554．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －気候変動に適応したイネ科作物品種・系統の開発－… （　　〃　）
555．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －気候変動に適応した大豆品種・系統の開発－… （　　〃　）
556．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －気候変動に適応した野菜品種・系統および果樹系統の開発－… （　　〃　）
557．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －農業分野における温暖化緩和技術の開発－
… －地球温暖化が農業分野に与える影響評価と適応技術の開発－
… －地球温暖化が農林水産分野に与える経済的影響評価－… （　　〃　）

AgriKnowledge のホームページ（http://agriknowledge.affrc.go.jp/search/article/orglist/maff/project_2010）
において、研究成果（全文）をご覧いただけます。

…

研究成果第558集… 「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
… －森林及び林業分野における温暖化対策－
… －地球温暖化が森林及び林業分野に与える影響評価と適応技術の開発－」
Kenkyuseika558… …“Development…of…mitigation…and…adaptation…technologies…to…climate…change…in…
… the…sectors…of…agriculture,…forestry,…and…fisheries…
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