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環特性の空間分布の現況を把握すること，
（４）

１．全体構想

環境変動シナリオを陸面過程―分布型流出モデル
森林は全陸域の約 30％，全球の約 10％を占め

に与え，環境変動による北方林の環境応答特性の

るにすぎない．しかし，全バイオマス量の約 90％，

変動と水循環に与える影響を予測すること，を大

全光合成量の約 50％は森林が占めるといわれて

きな目的として研究を遂行している．
ここでは，本研究チームによりこの３年間で得

いる．このように，森林では物質循環が活発に行

られた主な成果と今後の方針を報告する．

われており，それとともに生じる森林における水
循環も局地スケール，全球スケールでの水循環に

２．研究体制と手法

強く影響している．そして，北方林は全森林の約
30％を占めており，水循環に対して大きな影響を

２．１．研究体制

与えていると考えられる．

本研究チームは，

北方林は北緯 45°〜 70°の範囲に分布してい
る． こ の 地 域 の 気 候 条 件 は， 年 降 水 量 200 〜

（１）陸面水循環解析グループ

1,000mm，年平均気温が 10 〜５℃などのよう

（２）森林動態解析グループ

に地域的変動が大きい．また，レナ川中流に位置

（３）水循環―森林動態モデリンググループ

するヤクーツクにおける気温の季節変化は 55 〜

の３研究グループで構成されている．陸面水循環

35℃であり，時間変動も非常に大きい．このよう

解析グループは，境界層観測タワーを用いた観測

に環境条件が時間的にも空間的にも大きく変動す

を中心に，群落スケールでの水循環素過程の理解

る北方林においては，植物（森林）の環境応答特

と森林の生態生理学的応答特性を明らかにするこ

性も大きく異なり，その影響が水循環にも反映さ

とを目的としている．また，既存公開データセッ

れていると考えられる．しかし，北方林における

トも利用し，より広範囲に群落スケールでの水循

水循環研究は温帯林，熱帯林における研究と比較

環に対する森林の環境応答特性の把握も行う．森

するとその歴史が浅い．このため北方林における

林動態解析グループは，生態生理サブグループと

森林の環境応答特性の空間分布と水循環への影響，

リモートセンシングサブグループに分かれる．前

他の気候帯に位置する森林における水循環特性の

者は個葉スケールでの樹木の生理応答特性の把握，

相違など，未解明な部分が多いのが現状である．

個葉スケールから群落スケールへのスケールアッ
プ，群落内の水利用に関する競合の生理学的把握，

そこで，本研究チームでは，（１）気候・気象
条件が大きく異なる高緯度森林帯（北方林）から

水循環を評価するための適切な森林構造の評価を

中緯度森林帯（温帯林）での水・エネルギー循環

目的としている．また，後者はリモートセンシン

の観測により，各地点における水・エネルギー循

グデータを利用した広域の森林構造のデータセッ

環の陸面過程とこれに対する森林生態生理学的影

トの作成を目的としている．水循環―森林動態モ

響を個葉スケールから群落スケールにおいて明ら

デリンググループは，陸面過程モデルの改良，分

かにすること，
（２）我々の観測によって得られ

布型流出モデルの開発・改良，これら２つのモデ

た結果と既に公開されている既存データセットを

ルの結合とそれを利用した北方林での水循環特性

利用して，群落スケールでの森林の生理生態学的

の現状把握と環境変動に伴う将来予測を目的とし

応答特性の空間分布を理解すること，
（３）上記

ている．
本研究チームは水循環に対する森林の生態生理

の成果を陸面過程―分布型流出モデルへ反映させ，
北方林における森林の環境応答特性，蒸発散，河

学的影響の時空間分布を明らかにすることを目的

川流出量，水収支の空間分布を明らかにし，水循

としている．そこで，各グループともある観測サ
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による葉群フェノロジーが自動計測されている．

イトを集中的に解析するのではなく，各観測サイ

エッソを加えた全観測サイトで，個葉スケール

トを横断的に解析するようにつとめた．
なお，現地観測はヤクーツクではロシア科学ア

での植物生理応答観測が行われている．観測は着

カデミー北方圏生物問題研究所（IBPC），アムス

枝・自然条件下のもとで行われたものと，切枝・

テルダム自由大学（VUA），海洋研究開発機構地

環境制御下で行われたものに大別される．前者は

球環境観測研究センター（IORGC），エッソでは

自然条件下での応答特性，後者は樹木の潜在的な

ロシア科学アカデミー地理学太平洋研究所

応答特性が獲得できるという位置づけである．

（KBPIG）
，母子里では北海道大学北方生物圏フ

冬期の水循環過程はヤクーツクでは気象条件が

ィールド科学センター（FSCNB），北海道大学低

非常に厳しいため，母子里・MM を中心に行わ

温科学研究所（ILTS），瀬戸では名古屋大学生命

れた．上記の定常観測に加え，積雪水量調査，大

農学研究科（GSBAS）の協力を得て実施している．

型ライシメータによる林床堆雪量の自動観測が行
われた．冬期過程に関しては，現地観測とあわせ
て防災科学技術研究所長岡雪氷防災研究所新庄支

２．
２．研究手法

所雪氷防災実験棟での人工降雪実験をあわせて実

（１）現地観測

施している．

本チームでは図１に示すように中緯度帯から高
緯度帯にかけて４観測地域，５観測タワーサイト

衛星データによる広域の森林構造の把握の地上

を設けた．北からロシア・ヤクーツク（YKS，

データとして，全天空写真による樹冠構造の画像

カラマツ林：YL，アカマツ林：YP），ロシア・

データを収集している．この観測は，５観測タワ

エッソ（ESO，観測タワーなし），日本・母子里

ーサイトに加え，日本国内の多様な森林での樹冠

（MOS，カンバ林：MB，混交林：MM）
，日本・

構造データの収集を行っている．また，MODIS
各種データのアーカイブを行っている．

瀬戸（SET，混交林：SM）である．各サイトとも，
各地域での典型的な森林タイプを選定している．

３．主な研究結果と考察

５タワーサイトでは基本的観測項目として樹冠
上および林床上での水・エネルギー・運動量・

３．１．水循環の実態

CO2 フラックス，一般気象要素，土壌水分量プロ

（１）観測サイトの気象要因

ファイル，地温プロファイル，林床での短波放射
量の空間分布，葉面積あるいは植物体面積指数

図２に 2003‑2004 年の樹冠上の主な気象要素と

（LAI あるいは PAI）ならびに自動画像収録装置

群落コンダクタンスの季節変動を示す．光合成有
効放射量の最大値は低緯度ほど大きくなる．しか
し，日単位にまとめると高緯度ほど日照時間が長
くなるため，夏期には緯度による大きな相違は認
められない．気温は植物生長期に限ってみれば，
最高気温などに大きな地域差はない．しかし，０
℃ 以 上 に な る 期 間 は YKS123 日，MOS203 日，
SET364 日と大きく異なり，生長期間に相違があ
る．飽差は YKS において非常に大きくなる期間
がある．生長期の飽差は MOS ＜ SET ＜ YKS の
順となった．一方，土壌水分は反対に MOS ＞
SET ＞ YKS となった．群落コンダクタンスは，
YKS では生長期においても非常に小さい値を示
す． 一 方，SET で は 季 節 変 動 が 小 さ く 夏 期 は
YKS と MOS の中間の値を示し，冬期は最大の
値を示す．MOS での群落コンダクタンスは大き
な季節変動を示し，夏期には３地域中，最も大き

図１

なを示す．

観測サイトの位置と各サイトの状況
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図２

５観測サイトの樹冠上の気象要素と群落コンダクタンスの季節変動

上から，群落コンダクタンス，光合成有効放射量，飽差，気温，体積含水率を示す．
LH，SH の季節変動の相違は，同一地域内での異

（２）観測サイトの水収支と熱収支

なる森林タイプ上での季節変動よりも顕著であっ

2003 年 10 月から 2004 年９月の水収支を概観

た．

する．YKS では降水量（197mm）が非常に少ない．

次に，蒸発散（言い換えれば LH）に対する地

その多くが蒸発散（YL：93％，YP：87％）となり，
流出あるいは土壌内の貯留にほとんど寄与しなか
っ た． 蒸 発 散 率 は MB で 43 ％，MM で 61 ％，
SM で 48％となり，高緯度ほど高くなる傾向にあ
った．しかし，後述するように YL での生長期蒸
発散量は降水量によらず安定しており，高緯度ほ
ど常に蒸発散率が高くなるとは限らない．また，
YKS，MOS，SET における遮断蒸発量は，降水
量が異なるために大きく異なるが，遮断蒸発率は
11‑17％（MB のみは 27％）と大きな地域差を示
さない．
図３に，３地域の樹冠上の潜熱フラックス（LH．
図中では lE）
と顕熱フラックス（SH．図中では H）
の季節変動を示す．SH の最大値の地域差に比較
して LH の大きさの地域差が顕著であり，LH は
高緯度で非常に小さな値を示す．また，SET で
は SH は３月に最大値を示し，その後 LH の増加
により SH は急激に低下した．これらの結果，夏
期のボーエン比は YKS で 1.5‑2.0，MOS で 1.0，
SET で 0.3‑0.5 程度となり，高緯度では森林上
であっても LH の割合が非常に低くなる．また，
YP における季節変動は YL に類似し，MM のそ
れは MB に類似した．つまり，異なる地域での

図３
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樹冠上におけるLH
（lE）
，SH
（H）
の季節変化

表面状態の影響度合を検討した．植生上の蒸発散

の解析とあわせて，連続的に観測・解析された例

量は，多くの場合 Penman-Monteith 式で表現さ

は ほ と ん ど な い． 本 研 究 で は，YKS；YL，

れる．同式の変形により，decoupling factor（Ω）

MOS；MM，SET；SM の３観測サイトで樹冠上

が提案され，次式で示される．

のフラックスとあわせて林床上でのフラックスが

＝Ω･

連続観測されている．図５は YL，MM における

＋（１−Ω）･
は負荷蒸

林床のフラックスが樹冠上のフラックスに占める

発速度（imposed evaporation rate）である．前

割合を示している．両サイトともに上層木の展葉

者は気象学的に，後者は植物生態生理学的に決定

（YL；DOY＝130，MM；DOY＝130‑150）により

される．すなわち，Ωが小さくなるほど蒸発散量

林床のフラックスの果たす役割が大きく異なる．

は森林など地表面の影響を強く受ける．図４は

MM では林床 SH，LH の樹冠上に対する割合の

CREST の５観測サイトを含む様々の森林で得ら

季節変動は，類似したものになっている．展葉直

れたΩと緯度の関係を示している．高緯度になる

前には約 20％になるが，展葉によりこれらの割

ほどΩの値が小さくなることが分かる．高緯度帯

合は約 10％に低下する．また，YL で示されるよ

の森林は中低緯度帯の森林と比較して蒸発散に対

うに林床上の LH が森林全体からの LH のほとん

して気象学的影響よりも森林の生態生理学的影響

どを占めるような状態にはならない．一方，YL

を強く受けていることが分かる．ここで，観測が

では展葉前の顕熱フラックスはほとんど樹冠で形

長期（1998 〜，2002 は欠測）にわたり継続され

成されるのに対し，消雪，展葉により樹冠上顕熱

ている YL に関して，各年 JJA のポテンシャル

フラックスの約 30％を林床が占めるようになる．

蒸発量（Ep）をもとめ，図３に示した LH より

潜熱フラックスは展葉前には林床のフラックスが

得られた実蒸発散量（E）の Ep に対する比を求

森林からのフラックスのほとんどを占めるが，展

めた．その結果．E/Ep は 0.28‑0.44 と非常に小

葉により急激にその割合は低下する．しかし，約

ここで，

は平衡蒸発速度，

さな値を示し，年々変動は小さかった．一般の植
生面における E/Ep は 0.7±0.2 といわれている．
この値と比較すると YL における値は約 1/2 であ
り，蒸発散は非常に抑制を受けていることが分か
る．これらの結果から，シベリア東部の北方林は
低中緯度帯の森林と比較して蒸発散は地表面（森
林）の影響を強く受けており，その結果非常に抑
制されていることが分かる．

図４

緯度と decoupling factor の関係

（３）蒸発散の生起場
北方林では下層植生が水・エネルギー循環に果
たす役割が大きいことが近年指摘されている．し

図５

かし，森林全体からの水・エネルギーフラックス

林床のフラックスが森林全体からのフラッ
クスに果たす役割
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気象データが得られている．

50％を占めており下層植生の重要性が理解できる．

図７に，1998‑2004 年 JJA の降水量，蒸発散量，

この結果は下層植生の個葉スケールでの観測とも
一致している．高緯度森林では樹冠構造が非常に

平均気温の変動を示す．降水量は 50‑230mm と

疎であり，林床の水・エネルギー交換が森林全体

年々変動が非常に大きかった．しかし，蒸発散量

としての交換に対して果たす役割が重要となる．

は 1.5‑2.0mmday − 1 と安定した値を示した．こ

今後は，森林構造と林床が果たす役割の定量化，

れは，既存の研究により上層木は土壌の乾湿によ

下層植生の生理特性の評価を進める．

り土壌水の吸水深度を変化させている可能性が示

（４）冬期過程

唆されていることを支持する結果である．また，

北方林の水循環において，冬期過程は非常に重

前年度土壌水分の影響が当該年の根系伸長に影響

要な過程である．冬期過程は，降雪―積雪―融雪

を与える可能性が本チームの観測から示唆されて

の過程をとる．森林帯では積雪過程で樹冠による

おり，根系の生理特性と水循環の関連の理解は重

降雪遮断が生じ，融雪は森林の存在による雪面上

要となる．また，当該年の降水量と蒸発散量の間

微気象の変化の影響を受ける．これまでに森林が

には対応関係が認められないが，夏期降水の大き

融雪に与える熱収支的検討は多くなされているが，

かった翌年には蒸発散量が増加している傾向もみ

降雪遮断に関する研究は非常に少ない．本チーム

られる．この傾向に関しては，より長期的なデー

では降雪遮断過程に特に重点を置いて解析を進め

タの蓄積が必要である．また，蒸発散量は平均気

ている．

温とは逆相関の傾向を示している．これは，当地

現地観測は MM において 2003/2004 冬期から

域の植生は気温上昇により単純に水循環を活発化

大型ライシメータを用いて開始している．図６は，

するものではないことを示唆している．

この観測から得られた森林内外の積雪水量，遮断
蒸発率の季節変化を示す．遮断蒸発率は 0.2‑0.3
の値を示す．この値は同じ観測サイトにおける降
雨遮断蒸発率 0.17 より大きな値を示している．
降雪遮断蒸発に対しては，森林の貯雪容量が重要
なパラメータとなる．貯雪容量に関しては，人工
降雪実験により解析を進めている．現段階では
LAI の増加により貯雪容量が増加する傾向が示
唆されている．しかし，実験数がまだ十分ではな
く今後も実験を継続する．
図７

降水量，蒸発散量，気温の年々変動

（６）レナ川流域における流出の生起場
前項までは，CREST 観測サイトにおける群落
スケールでの水循環の実態に関して述べてきた．
ここでは，本チームが最終的な応用を目指すシベ
リア北方河川流域，特にレナ川流域の降水量およ
び流出量の分布に関してのべる．
まず，降水量の変動を空間的に見ると，北緯
図６

60°を境界に大きく異なる．南に位置する流域源

MM における 2003/04 冬期の降雪遮断蒸発

頭部，特に南東部での降水量が年間 500mm 程度
（５）YL における年々変動

と非常に大きい．これに対し，YL，YP サイトが

上にも述べたように，YL では 1998 年より開

位置する流域中流部の降水量は年間 250mm 以下

始された観測を継続しており，IORGC（日本），

と小さい．次に流出量の多かった年（豊水年：

IBPC（ロシア），VUA（オランダ），ALTERA（オ

1983）と少なかった年（渇水年：1987）を比較す

ランダ）との協力により長期の樹冠上フラックス，

ると，渇水年では流域南東部での多くの点で降水
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割合が減少し，夏期流出の割合が増加した．

量の減少が顕著となる．そして，この地域におけ
る夏期の降水量の減少が著しい．これに対して，

以上のことから，レナ川流域スケールでの流出

冬期降水量には大きな相違は認められなかった．

に関しては流域南東部での降水と流出，特に夏期

次に，年流出量の時空間変動を示す．図８は，豊

の降水とそれに伴う流出の影響が大きいことが分

水年と渇水年の各流量観測地点での年流出高を示

かる．

す．この図より，流出高の時間変動も降水量と同

３．２．森林の生態生理的応答特性
前節で述べてきたように，北方林では蒸発散が

様に流域南東部で大きいことが分かる．すなわち，
本流域での年流出の多少は，南東部の流出が強く

非常に抑制されており，かつ地表面（森林）の影

影響していることが分かる．流出の季節変動を見

響が強いことを述べた．本節では，CREST ５観

ると夏期（５‑ ９月）の流出は北緯 60°以南，東

測サイトの結果を中心に，中緯度から高緯度の森

経 130°以西で特に多くなっており，年による変

林の水循環に関する環境応答特性を検討する．
（１）気孔コンダクタンス（個葉スケール）

動も大きい．一方，冬期（10‑ ４月）は北緯 60°
以南，東経 120°以西で流出高が大きい．また，

植物群落は，様々な植物種，個葉―樹冠から形

流出高の年変動は，夏期の変動の方が冬期よりも

成され，群落としての環境応答を示す．ここでは，

大きい．その結果，豊水年には融雪期流出成分の

各群落の優占樹種が各群落の応答特性を支配する
という考えのもとで，個葉スケールでの応答特性
を検討する．また，個葉レベルの応答特性は，３．
４．
で述べる陸面モデルの植生過程の基本ともなり，
重要な特性である．
個葉レベルでの観測は，CREST の４地域にお
いて，カンバ，カラマツ，コナラを中心として行
われた．測定方法は，２．２．で述べたとおりで
ある．
図９は両条件下での YKS，ESO，MOS でのカ
ンバ属ならびに SET でのコナラの環境応答特性
を示す．上図に示される着枝・自然条件下での応
答特性は環境条件の範囲が異なることにもよるが，
応答特性は地域により大きく異なっている．例え
ば，YKS では同じ環境要因の値に対して気孔コ
ンダクタンスの値は非常に小さい値を示す．一方，
下図に示す切枝・制御条件下の実験では各地域間
での応答特性の相違が非常に小さくなっている．
これは，ストレスがない（あるいは低い）条件下

図９
図８

レナ川流域の年間流出高の空間分布

着枝・自然条件下（上）と切枝・制御条件下
（下）での気孔コンダクタンスの応答特性
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図 10 YKS（●），ESO（●），MOS（●，
▲）のカンバ

図 11

最適気温と年平均値の関係

個葉に対する蒸散量（E）と光合成量（A）の
関係
では，少なくとも同一属内では環境応答特性は類
似したものになることを示している．また，図
10 は切枝・制御条件下での蒸散量（E）と光合成
量（A）の関係を示している．この関係における
傾きが，水利用効率を示す．この図からも地域が
異なっても同一属内では水利用効率が変わらない
ことを示している．これらの結果は，少なくとも
同一属内では潜在的応答特性は統一的に説明でき
ることを示唆している．つまり，図９上に示され
た応答特性は， 潜在的な
境に応じて調整された

応答特性内で成立環

見かけ

図 12

の応答特性と考

５観測サイトを同時に評価した応答特性

えることができる．
均気温の関係を示す．この結果は，温暖な地域に

（２）群落コンダクタンスと空気力学的コンダク

成立している森林ほど最適温度が高いことを示し

タンス（群落スケール）

ている．気温の他に放射，飽差のパラメータと各

CREST ５サイトを中心に，群落スケールで得

森林での気候値の間にも一定の相関関係が見られ

られている環境応答特性に関して述べる．

た．これらのことは，森林が成立環境に非常に強

５観測サイトにおける群落コンダクタンスと環

く影響されていることを示している．

境要因との関係を検討した．その結果，各地域に

前項でも述べたが，自然条件下の観測では環境

より環境因子との応答関係が大きく異なった．そ
して，YKS と MOS での応答特性を比較すると，

条件が限定される．そこで，５観測サイトにおけ

同一地域での森林タイプの相違による応答特性の

る各環境因子に対する応答をプールして同時に評

変化よりも，地域間での応答特性の変化が顕著で

価することを試みた．図 12 は，５観測サイトの

あった（図 12 参照）．このことは，植生あるいは

応答特性を全てプールして検討した結果である．

森林タイプの相違よりも森林が成立している環境

図 13 は，サイトごとに得られた応答特性により

の影響をより強く受けて，森林が応答しているこ

再現された群落コンダクタンス（下），図 12 に示

とを示唆している．そこで，本チームによる観測

した５観測サイトを統一的に表現した応答特性か

結果に中緯度から高緯度に位置する既存公開デー

ら得られた群落コンダクタンス（上）と実測され

タを加えて，群落コンダクタンスの環境応答特性

た群落コンダクタンスの関係を示している．この

を検討した．１例として図 11 に解析の結果得ら

図より，両者の再現精度はほとんど変わらないこ

れた最適温度と各森林が成立している地域の年平

とが分かる．
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図 14

空気力学的パラメータの再現性

している．現段階ではまだ経験的な式であり，森

図 13 群落コンダクタンスの再現精度
（上）全サイト統一した応答特性

林の非同化部の表現を立木密度で表現されている

（下）各サイトの応答特性

など問題点が残されており，今後の検討課題であ
る．
３．３．衛星情報による森林構造の取得

個葉スケールでの結果とあわせて考えると，
「群
落スケールでも本研究対象地域では潜在的応答特

本チームで用いる陸面過程モデルでは，LAI

性は大きく異ならない．各森林はこの潜在的応答

が森林構造を表す重要なパラメータである．本研

特性内で成立環境に応じた環境応答を示しており，

究では MODIS/LAI の検証と利用のための補正

サイトごとの解析で得られる応答特性のパラメー

を検討している．
現地観測は CREST ５観測サイトに加え，日本

タはその順応の結果である」と考える仮説が立て

国内の様々な森林で実施している．実測の LAI

られる．
群落スケールでは，空気力学的特性に関する解

と MODIS/LAI の 関 係 で は，MODIS/LAI が 過

析も行っている．５観測サイトに LAI，FAI を

大評価されている．MODIS/LAI は１×１km で

用いた従来のモデルの適用を行った．しかし，各

の値となるため，地上データとの検証にはその空

サイト内での空気力学的パラメータの季節変動は

間代表性が問題となる．そこで，中分解能衛星に

再現できるが，サイト間での空気力学的パラメー

より MODIS/LAI の分解能内の空間的変動を評

タの相違は説明できない結果となった．

価し，MODIS/LAI の検証・利用アルゴリズムを
開発している．

新たに提案する評価手法は，森林の非同化部

３．４．北方林における水循環のモデル化

（幹・枝）と同化部（葉）を区別する手法である．
すなわち，各森林が有する基本的な空気力学的特

本研究チームでは最終プロダクツとして，陸面

性は森林の非同化部が決定し，季節変動を同化部

過程モデルによる北方林での水循環の時空間分布

が決定するという考え方である．図 14 は CREST

の現状把握と環境変動に伴う変化予測，分布型流

５サイトに他のサイトも加えた本手法によるゼロ

出モデルとの結合による流出変動の予測を挙げて
いる．

面修正高の再現結果である．他の観測サイトでは

（１）陸面過程モデル

PAI あるいは LAI の計測が統一されていない点

本研究チームでは陸面過程モデルとして山崎に

を考慮すると，サイト間の空気力学的相違を表現
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本研究で得られた個葉ベースの環境応答特性を

よる 2LM を用いる．本モデルは上層植生，林床面，
土壌内における水・エネルギーの輸送過程を表現

用いて，2LM の再現性を検討した．図 15 は YL

したモデルである．そして，下層植生の蒸発散，

の 2004 年，SM の 2003 年に対して，全サイトの

降雪遮断，融雪，凍土の融解など北方林特有の水

着枝・自然条件下での値をプールして得られた 潜

循環現象に関する改良が長期にわたり加えられて

在的

きている．本研究中に，森林の生理過程を Jarvis

樹冠上フラックスとボーエン比の季節変化を示す．

型コンダクタンスモデルへの変更，樹冠の貯雪特

これによれば，両サイトともサイトごとのパラメ

性の改良，土壌からの流出システムの改良などが

ータを用いなくても，樹冠上のフラックスの季節

はかられた．また，本モデルの森林の環境応答特

変化をほぼ再現している．なお，サイトごとの応

性には基本的には個葉ベースでの値が用いられる．

答特性を用いた計算結果と比較すると， 潜在的

応答特性のパラメータを用いて計算された

応答特性を用いることにより YL では LH は増加，
SH は減少，ボーエン比は減少，SM では反対に
LH は減少，SH は増加，ボーエン比は増加とい
う変化を示した．しかし，計算結果が目立って悪
化するという傾向は各サイトとも見られなかった．
このことは，３．２．（２）でも述べたように，対
象地域内の群落コンダクタンスの

潜在的

応答

特性をモデルに用いることで，森林での水・エネ
ルギー交換特性を表現しうることを示している．
本モデルを北東ユーラシア域に適用し，蒸発散
の時空間分布，分布型流出モデルとの結合を行う
予備計算として，2LM を北緯 40°以北，東経 90
°以東へ適用した．入力される気象データは，地
上ステーションデータにより空間内挿を行って得
られた 0.5°グリッドの日データである．計算は
時間単位で行われている．図 16 は，研究対象地
域全域に対して 2LM を拡張した結果の中で，LH
の空間分布を示している．森林の環境応答特性は，
図９（上）に示した着枝・自然条件下での応答特
性を用いている．今後は本モデルによって得られ
る熱収支の空間分布の妥当性を検討し，北方林に
おける水循環特性の時空間分布の再現・予測を行
っていく．

図 16 ２次元化した 2LM により推定された潜熱
フラックスの空間分布（2000 年７月 12 日
図 15

10 時．晴天条件での計算．単位 W m−2）

2LM の観測サイトへの適用結果
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４．今後の展開

（２）分布型流出モデル

（１）北方林の水循環の実態の理解に関する研究

流出過程には，分布型流出モデルを用いる．レ
ナ川の流路網は ETOPO2 を用いて５′
×５′
の DEM

季節変動に関わる要因の解析として，a）群落

を作成し，HYDRO-1K から得られる主要河道位

スケールでの植物生理状態の評価，b）フェノロ

置を配置して河道網マップを作成した．流域内の

ジーのパラメータ化，c）群落コンダクタンスの 潜

主要流量観測点の集水面積と作成した数値河道網

在的 応答特性の一般化，d）下層植生との競合，e）

から得られた集水面積の関係を調べた結果，作成

空気力学的特性の評価が特に重要となる．また，

した数値河道網は妥当なものであると判断できた．

水循環の長期変動はデータセットが構築されつつ

河道網追跡モデルは陸らの分布型水文モデルを

ある YL を対象として解析を行う．本サイトにお

採用した．河道網追跡モデルの適用に当たり，河

いては熱収支の季節変動特性が 90 年代後半と変

道部の洪水追跡モデルの選定と，そのパラメータ

化してきている可能性が指摘され，その要因を明

の設定が重要である．そこで，ある程度の河道区

らかにする．冬期水循環過程に関しては，降雪遮

間が得られる２点を選定して，上流側のハイドロ

断がもっとも未解明かつ重要な過程である．この

グラフを入力値として河道部の洪水追跡計算を行

過程で特に樹冠の貯雪量のパラメータ化が重要な

い，その再現性を検討した．計算では，２点間の

課題となる．流域スケールでの水循環解析は，本

標高差を河道区間長で除した一定の河道勾配を与

研究の後半で特に重要な課題となる．流域スケー

え，河道は矩形断面として LANDSAT の画像か

ルでの凍土，植生状態が水循環に与える影響の基

ら測定した平均河道幅を与えた．図 17 は中流域

礎データになるとともに，分布型流出モデルの検

における河道区間長 670km の洪水追跡計算結果

証データとなる．
（２）北方林水循環のモデル化に向けた研究

を２地点の観測流量とともに示している．７月１
日以前では，今回の検証で無視している２地点間

陸面過程モデル（2LM）へ提供する気孔コン

の横流入量の影響が大きく，計算は下流側流量を

ダクタンス応答特性のパラメータの再検討を行う．

再現できていない．しかし，これ以降では，河道

2LM では植生生理パラメータは個葉ベースとし

部における洪水伝播の遅れ時間も一致し，実測流

ているので，個葉スケールでの

量ハイドログラフをほぼ再現できている．同様の

クタンス応答特性の導出を行う．このために追試

計算を他の河道区間でも行い，パラメータを決定

による制御下でのコンダクタンス応答特性の獲得，

する予定である．最終的には，2LM との結合を

自然条件下でのコンダクタンス応答特性のプール

行い，レナ川の現況の流出解析と環境変動に対す

とこの両者の比較検討により，個葉スケールでの

る流出予測を行う．

潜在的コンダクタンス応答特性を導出する．あわ

潜在的

コンダ

せて，forcing data となる気象状態量のグリッド
データの再整備を行う．また，広域の森林構造を
リモートセンシングから得るために ASTER と
MODIS を併用したアルゴリズム開発を行い，地
表面状態をモデルへ提供する．2LM では 潜在的
コンダクタンス応答特性を用いて，陸面過程モデ
ルによる各観測サイトの水循環特性の再現性を検
討する．また，同モデルと上記の forcing data を
用いて，対象地域の蒸発散量，流出量の空間分布
の推定を行う．そして，既存データセットにより
図 17 河道の洪水追跡手法の再現性（1987 年の

得られている現状での蒸発散の気候への応答特性

SolyAnka 地点と Tabaga 地点間の洪水追

を再現しうるかを検討し，対象地域内での水循環

跡計算の結果）

に関わる陸面での交換特性の空間分布を明らかに
する．陸面モデルと分布型流出モデルの結合によ
る流出解析を行い，レナ川スケールでの流出特性
のみでなく，内部流域での流出特性の再現，水収
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in a young Betula ermanii forest of northern

支の再現を行う．

Japan：Eﬀects of the removal of understory

（３）環境変動に伴う水循環の変動に関する研究

dwarf bamboo (Sasa kurilensis). Forest Ecology

植生に大きな変動を生じない時間スケール

and Management 212：278‒290, 2005

（50‑100 年程度）での環境変動による水循環変動
を予測する．現段階では個葉レベルでの潜在的応

Inoue, A., Yamamoto, K., Mizoue, N., Kawahara,

答特性を用いて，環境変動による水循環予測を行

Y. Calibrating view angle and lens distortion

う．潜在的応答特性に大きな変動を与える環境変

of Nikon ﬁsh-eye converter FC-E8. Journal of

動あるいは長期的な予測は扱わない．したがって

Forest Research 9：177‒181, 2004

想定されるシナリオ条件下で， 潜在的

Inoue, A., Yamamoto, K., Mizoue, N., Kawahara, Y.

応答特

性を用いた水循環変動解析を行う．そして，流出，

Eﬀects of image quality, size, and camera type

水収支，蒸発散の空間変動などを予測する．

on forest light environment estimates using
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