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論 文 の 内 容 の 要 旨 
 

本研究は、ブナとミズナラが優占する冷温帯落葉広葉樹林において、積み上げ法によ

る生態系純生産量(NEP)の測定を行い、成熟林の炭素固定機能に新たな知見を加えるもの

である。Kira & Shidei (1967)によると、森林生態系での生産と呼吸のバランス（P:R 比）

は、遷移の初期では１よりも大きいが、成熟するにしたがって１に近づく。つまり、極

相として成熟した森林（以下、成熟林）では、生産と呼吸の収支関係から一次純生産量

NPP および NEP が０に近づくと予測されていた。ところが、老齢に達した落葉広葉樹の

成熟林で、実際に炭素循環の過程を詳細に調べた研究は非常に少ない。著者は、成熟林

の生態系がKira & Shideiの予測どおりに低いNPPおよびNEPを示すかどうかを確かめよ

うとした。 

1995 年に白山山麓に作った 1ha の永久調査地 (加藤・小見山 1999)を再整備して、森林

の純一次生産量(NPP)と従属栄養生物呼吸量(Rh)を測定して、成熟林での NEP の推定を試

みた（以上、第 2 章まで）。 

 第 3 章では 1995 年から 2012 年の 17 年間における、森林構造の変化を調べた。ミズナ

ラを主とする大型の林冠木が枯死すると共にギャップでのブナの更新が確認され、この

森林は非平衡状態にあった。しかし枯死による 17 年間のバイオマスの損失 (70 トン ha-1

以上) は、ブナの成長によって補償され、非常に大きなバイオマス (537 トン ha-1)が維

持されていることを明らかにした。 



 第４章では 2012 から 2015 年までの 3 年間の樹木 NPP を推定した。地上部 NPP は 3.90 

tC ha─1 yr─1で、林分増加量と葉生産量はそれぞれ、2.38, 1.52 tC ha─1 yr─1であった。地下

部 NPP は 1.61 tC ha─1 yr─1であり、太根の増加量（0.38）と細根生産量 (1.23) を含む。こ

れらの値は、林齢の若い冷温帯落葉広葉樹林の既存研究と比べて、葉生産量は同程度で

あるが林分増加量が大きく、結果的に大きな NPP を持っていた。この成熟林での林分増

加量の 69％はブナ林冠木の成長であることから、ブナ林冠木の高い成長が維持されてい

るために、NPP が高くなることがわかった。 

 第 5 章では土壌呼吸（Rs）の時間的・空間的変動を調査して、そのスケールアップの

方法について検討した。アルカリ吸収法により永久調査地の 100 ヶ所で、土壌呼吸と環

境要因の空間的変動を調べた。一般化線形回帰モデルによって、季節の効果だけでなく、

ギャップと閉鎖林冠の構造の違いが Rs の変動を有意に説明することがわかった。閉鎖林

冠下でRsが相対的に大きいのは、細根バイオマスがギャップに比べて大きいことによる。

すなわち、細根の分布が、Rs の空間的不均質性に影響を与えていた。 

さらに、自動開閉式チャンバーを用いた連続測定によって、ギャップと閉鎖林冠下で

の Rs の環境応答を調査した。両者の場合とも地温の増加に伴って Rs は指数関数的に増

加したが、土壌水分に対する応答は異なり、閉鎖林冠下では正の相関が見られたが、ギ

ャップでは負の相関を示した。このことから、成熟林においては、単に温度依存的な指

数関数モデルを用いるのではなく、ギャップと閉鎖林冠下それぞれで Rs の応答モデルを

作成して、空間的なスケールアップを行う必要があることがわかった。 

 最終の第 6 章では、NPP と Rh の収支から NEP の推定を試みた。ササを含めたこの森

林の NPP は 6.14 tC ha─1 yr─1であった。リターを含む土壌有機物の分解速度 (RhSOM) は

2.18 tC ha─1 yr─1であった。これに大型木質リターの分解（RhCWD）を計算に入れると、こ

の森林の NEP は 2.36 tC ha─1 yr─1であった。 

結論として、ギャップ内でブナの成長が NPP の増加に貢献すること、白山噴火後の未

発達土壌で Rs 及び Rh が小さいことで、このブナ・ミズナラ成熟林は高い NEP を保って

いる。成熟林といえどもその一部は、冒頭の Kira & Shidei の予測に反して効率的な炭素

吸収機能を持ち、炭素のシンクとして機能していることが明らかとなった。 

 
審 査 結 果 の 要 旨 

 
 森林の炭素固定機能は、資源問題及び地球規模の環境問題の観点から重要度が高い。

既往の予測によると、生態系における生産と呼吸のバランス（P:R 比）は、遷移初期の森

林では１より大きいが、生態系の成熟に伴い１に近づいていく（e.g. Kira & Shidei 1967）。
したがって、老齢の成熟林は炭素の吸収源として機能していないと予測されていた。し

かしながら、温帯落葉広葉樹林での研究例は比較的少なく、特に成熟林で炭素循環を綿

密に調べた研究はほとんどない。本学位論文は、成熟林が炭素の吸収源であるかについ

て、森林生態学の手法を用いて吟味している。 
 学位申請者は、白山山麓のブナとミズナラが優占する冷温帯落葉広葉樹林において、

1995 年に設置した 1ha の永久調査地 (加藤・小見山 1999)を使用して、積み上げ法によ



り一次純生産量(NPP)と従属栄養生物呼吸量(Rh)を測定した。そして、NPP と Rh の収

支として生態系純生産量（NEP）の推定を行った。なお、この調査地の森林は、およそ

350 年前の白山噴火後に成立した成熟林と考えられる。 
本論文では、1)森林構造と現存量の長期変動、2)純一次生産量 (NPP) 、3)土壌呼吸の

時空的変動とスケールアップの方法、4)積み上げ法による NEP、これら四つの項目につ

いて、落葉広葉樹の成熟林における炭素循環の過程を詳しく検討している。 
 まず、この森林の長期的な変動として、巨大な林冠木であるミズナラの枯死に伴って

大きな現存量の損失があったこと、その損失がブナの成長によって補償されて、森林全

体の現存量はほぼ平衡状態にあることを明らかにしている。 
 つぎに、積み上げ法により成熟林の NPP を測定した結果を、既存研究の若齢の落葉広

葉樹林の NPP と比較している。この成熟林では葉生産量はほぼ同じであるが、樹木の林

分増加量が大きかった。そして、林分増加量の 69％はブナ林冠木の成長によるものであ

った。ミズナラ巨大木が枯死したあとに、ブナ林冠木が高い成長を確保しており、この

ために成熟林では林齢に伴って NPP が低下しないことを明らかにしている。 
 さらに、成熟林における土壌呼吸（Rs）の時間・空間変動を精査し、そのスケールア

ップ法について検討した。閉鎖林冠下ではギャップ内に比べて Rs が大きくなるが、この

ことを温度や土壌水分で説明することはできなかった。閉鎖林冠下では、細根の現存量

が相対的に大きく、そのことが Rs の規模に影響を与えていることを明らかにした。また、

Rs の土壌水分に対する応答を調べたところ、閉鎖林冠下では両者に正の相関が認められ

たが、ギャップでは負の相関を示した。これらから、成熟林においては、従来型の温度

依存的な指数関数モデルではなく、ギャップ内と閉鎖林冠下において温度と土壌水分に

対する Rs の応答モデルをそれぞれ作成して、空間の違いを考慮してスケールアップを行

う必要があることを示している。 
最終的に、この成熟林において NPP と Rh の収支として NEP の推定を行っている。

ササを含めた森林の NPP は、6.14 tC ha─1 yr─1であった。この NPP から、リターを含

む土壌有機物および大型木質リターの Rh を差し引くと、NEP は 2.36 tC ha─1 yr─1と推

定され、数百年たった成熟林が高い生態系純生産量を維持していることを明らかにして

いる。 
 すなわち、成熟林では 1)バイオマスが平衡状態になっても林冠木の枯死とギャップで

の更新によって大きな NPP が維持されている。2)森林がギャップ構造を持つために土壌

呼吸の空間変動が大きい。3)ギャップと閉鎖林冠下では土壌呼吸の環境応答が異なるため

空間的なスケールアップには別個の方法が必要であることがわかった。 
本論文は、数少ない冷温帯落葉広葉樹の成熟林において、生態学的な手法によって炭

素循環を詳細に研究することによって、成熟林の NPP に関する Kira & Shidei (1967)の
予測が必ずしも成立しないことを示した。そして、この成熟林は現存量が森林として極

大に近い値を示すこと、白山噴火後の未成熟土壌のために分解呼吸が小さいこと、しか

もブナが良好な成長を示すことによって、成熟林が大きな炭素シンクとして機能してい

ることを明らかにした。成熟林の炭素循環過程に、新たな知見を加えている。 
 以上について、審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合農学研究科の学位論



文として十分価値あるものと認めた。 
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