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樹液流測定による流域蒸散量の評価：3次元数値実験との比較 
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Estimating transpiration from a catchment by sap flow measurements 
: Comparison with 3D numerical simulation 
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摘要 本研究では，樹幹の樹液流測定法の一つであるヒートパルス法を用い，流域にある代表的な樹木 50 本を選びそ

の樹液流速を測定した。また，ヒートパルス法の測定原理に対する3次元数値実験による補正に基づいて，流域蒸散量

を評価した。対象流域は，札幌市の豊平川上流にある冷水沢支流流域（1.16 km2）で，流域面積の56%は針葉樹のトド

マツ林，他は広葉樹との混交林である。ヒートパルス法による観測期間は，2001年7月9日～9月20日である。先ず，

ヒートパルス法によって代表的な針葉樹木と広葉樹木の深さ方向の樹液流の流速分布を求め，樹木の辺材部で積分し

て各樹木の蒸散量Tr1 (L day-1)とした。このTr1値の無降雨日の平均値Trmは，樹木の胸高直径DBH(cm)をパラメーター

としてTrm=c(DBH)d (c, dは樹種ごとの定数)の関係があることがわかった。この関係式に対する決定係数R2は，トドマ

ツで 0.93，広葉樹としてイタヤカエデ，シナノキ，オヒョウなどをまとめた場合 0.71 と求められた。ヒートパルス法

によって，観測期間中の無降雨日での流域全体の平均蒸散量は0.72 mm day-1と求まった。他方，ペンマン-モンティー

ス法による蒸発散量は 2.03 mm day-1 と見積もられた。林床からの蒸発散量を考慮しても，前者の値は後者よりかなり

小さく，その理由として，センサーの直径が2 mmであるにも関わらず，樹液流の速度を“センサーの体積が無限に小

さい”という仮定の基で求めたためと考えられた。そこで，辺材部での樹液流の阻害パターンとしてセンサーを挿入し

た時の辺材部のキズの幅を考慮し，樹液流に関する3次元数値実験を行った。その結果，キズの幅2.8 mmのとき流域

の平均蒸散量 1.76 mm day-1 と求まり，クマイザサによって覆われている林床からの蒸発散量を考えると比較的妥当な

値が得られた。 

キーワード  ヒートパルス法，樹液流，蒸散量，森林流域，ペンマン-モンティース法 

 

Abstract Sap flow velocity was measured by the heat-pulse method in a forested catchment (1.16 km2 in area), and 

transpiration from the catchment was estimated by three-dimensionally simulating actual sap flow blocked by sensors of definite 
size. The catchment is mostly forested by 56 % Abies sachalinensis (Sakhalin fir) and 44 % mixture with broad-leaved trees. Radial 

distributions of sap flow in the sapwood part for representative fir and broad-leaved trees were obtained by the heat-pulse method, and 

then transpiration Tr1 (L day-1) of each tree was calculated by integrating the sapwood area. The Tr1 values averaged for non-rainfall 

days proved to be highly correlated to trees’ breast high diameters DBH (cm) with R2=0.93 for Sakhalin fir and R2= 0.71 for broad-

leaved trees. The catchment transpiration averaged over non-rainfall days was 0.72 mm day-1 for the heat-pulse method and the 

catchment evapotranspiration, 2.03 mm day-1 for the Penman-Monteith method. The possible underestimate of transpiration from the 

heat-pulse method is probably due to the ignorance of sensors’ size originally supposed in the heat-pulse method. Actual sap flow 

blocked by sensors of 2.8 mm in diameter was three-dimensionally simulated. Giving the cut size of 2.8 mm by the sensors in the 

simulation, the catchment transpiration was estimated at 1.76 mm day-1. This value is likely reasonable to the evapotranspiration at 2.03 

mm day-1 from the Penman-Monteith method, since the evapotranspiration includes the evapotranspiration from forest floor covered 

by striped bamboo (Sasa senanensis). 
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1. はじめに 

 

森林流域における蒸発散は，陸域の水収支・熱収支

を考える上で重要な過程であり，水文学・気象学・生

態学など幅広い分野で扱われている。このため，蒸発

散量とその成分（蒸散量・遮断蒸発量・林床からの蒸

発散量など）について，多くの観測方法が利用されて

きた。その代表的な例は，流域水収支法[1]，渦相関法

[2]，ボーエン比法[3]，ペンマン-モンティース法[4]，樹

液流測定法[5-13]である。これらの方法には，それぞれ

の基本原理に基づく利点と欠点がある。例えば，流域

水収支法では大きな流域スケールでの蒸発散量が評価

できるが，時間スケールは 1 年単位である。また，渦

相関法やボーエン比法では30分～1時間ごとの測定も

可能であるが，測定可能な領域には制約がある[2,3]。 

現在最も多く使われているのが，流域熱収支に基づ

くペンマン-モンティース法である。その理由は，流域

を代表する 2 つのパラメーターである空気力学的抵抗

と群落抵抗の決定法についての検討が進み，これらの

値を得るのが比較的容易になった点にある。 
樹液流測定法は，単木，林分および流域の蒸散量を

求める手法として，今日まで多くの改良型が考案され

ている[10, 13, 14]。この手法の中で幹熱収支法[8]，ヒ

ートパルス法[5]，グラニエ法[11]が知られており，こ

のうちグラニエ法はプローブ製作が容易で安価なこと 

[15]，および測定・校正の容易さから，わが国で最も広

く用いられている[16, 17]。但し，ヒートパルス法とグ

ラニエ法では，樹木にプローブを挿入することに因っ

て辺材部に損傷を与えることになり，これによる樹液

流への阻害や長期観測による樹木の損傷反応を常に考

慮する必要がある[18, 19]。なお，幹熱収支法は樹木に

損傷を与えないが，与えた熱に対する応答遅延で樹液

流速に対する誤差が生じやすく，また測定できる樹木

の大きさに限界がある[20]。 
本研究では，樹液流測定法の中で最も早期に開発さ

れ，現在も利用されているヒートパルス法を採用した

[14, 21]。この手法は複雑な地形や立木密度の大小に関

係なく蒸散量のみを測定できるが，現在，トウモロコ

シやヒマワリといった細い茎内の樹液流の速度を求め

る方法としても使われている[14]。他方，ヒートパルス

法で得た樹液流の速度を用いると流域蒸散量がかなり

過小評価されることが以前から指摘されている[18, 
22-25]。ここでは，この方法で得た樹液流速度の値を数

値実験によって補正し，これによって得た流域蒸散量

とペンマン-モンティース法による流域蒸発散量とを

比較検討した。 
 

 
図 1. 冷水沢支流域と観測点の位置．斜線域はトドマツ

林．実線上の数値は標高(m)を表す．T 地点：気象観測点，

S1, S2 地点：樹液流速度の観測点，黒点：毎木調査地点 

Fig. 1. Location of a catchment for a tributary of the Hiyamizu 

Stream, and observation sites in the catchment. Shaded and white 

areas are occupied by Sakhalin fir and its mixture with broad-

leaved trees, respectively. Numerical values on the contours 

show the elevation (m above sea level). Meteorology at site T, 

sap flow measurements at sites S1 and S2, tree survey at black 

plots 

 
2. 観測流域 

 

観測流域は，北海道・札幌市郊外の豊平川上流にあ

る冷水沢支流域（流域面積1.16 km2；北緯4255
～425608.78，東経1410936.86～1411053.55）で

ある（Fig. 1）。本流域の南約3 kmにある豊平峡ダム管

理所の気象データによると，著者らが樹液流を観測し

た2001年では，年平均気温4.7 ℃，年降水量1,196 mm
である。流域の上流部と中流部右岸には針葉樹のトド

マツ林（0.63 km2）が分布している｡その他は混交林

（0.48 km2）で，針葉樹のトドマツ(Sakhalin fir；学名

Abies sachalinensis)，広葉樹のイタヤカエデ(painted 
maple；学名Acer pictim)，シナノキ(Japanese linden； 学

名Tilia japonica)，オヒョウ(Manchurian elm；学名Ulmus 
laciniata)，ウダイカンバ（monarch birch；学名Betula 

maximowicziana）などから成る。トドマツ林の大部分は

1957～1958年に植林されたもので，これらは本研究の

観測年2001年では樹齢43～44年の一斉林といえる。流

域内にある林道とFig. 1のT地点のある草地（合計面積

0.05 km2）以外は，全体として密に植生に覆われている。  
なお，林床の植生は，トドマツ林，混交林ともに主に

クマイザサ（striped bamboo; 学名 Sasa senanensis）で

ある。このため，クマイザサによる遮断蒸発と蒸散，
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地面付近の土壌水の蒸発が起こりうる。 


3. 方法 

 

3.1. ヒートパルス法の原理 

ヒートパルス法では，熱をトレーサーとして樹幹内

辺材部の樹液流の速度を測定する（Fig. 2）[5, 6]。Fig. 
2a のように直径 2 mm のヒーターと温度センサーを樹

木に垂直に挿入する。Fig. 2b は，その正面図で，樹木

の垂直方向を x 軸，接線方向を y 軸とする。ここで，

深さ方向 z については樹液流の速度V と樹幹の熱特性

が一様であるとして，xy 平面のみを考える。Fig. 2b の

ようにヒーターを原点とすると，上流側 xup，下流側

xdown での温度センサーの座標は，単位を cm で表すと

それぞれ(-0.5,0)，(1.0,0)となる。ヒーターからヒートパ

ルスが放出されると，その熱は樹幹内で拡散する。こ

れと同時に，熱は樹幹内の樹液流によって移流拡散す

る。Marshall [5]によると，ヒートパルスの移動速度HPV

と樹液流の速度V との関係は次の(1)式で表せられる： 
 

𝐻𝑃𝑉  𝜌𝑤𝑐𝑤
𝜌𝑐

V                        (1) 

 
ここで，，c：それぞれ樹幹の密度と比熱，ρw，cw：そ

れぞれ水の密度と比熱である。 
 他方，Marshall [5]はヒーターからの放熱量Q，経過

時間 t，温度上昇 T とし，Fig. 2 の xy 平面に対する 2 次

元の熱移流拡散方程式を，下記の 4 つの仮定のもとで

解析的に解くことを考えた： 
 

・熱量Q は x = y = 0, t = 0 で瞬間的に与えられる 
・ヒーターとセンサーの体積は無限小である 

・樹液流の速度V は xy 平面上で一様に分布する 
・樹木は熱的に等方均質である(kx = ky)  

 
これらの仮定の下で，T についての解が次式のよう

に得られる： 
 

     𝑇 𝑒𝑥𝑝              (2) 

 
 

 
ここで，熱伝導係数 = kx/c = ky/c である。これから，

上流側センサー(-0.5,0)での測定温度 Tup と下流側セン

サー(1.0,0)での測定温度 Tdownは，(2)式から容易に求ま

る。このとき，温度センサーTup, Tdown の時間変化から

Tup=Tdownとなる時間を t0とすると， 
 

図 2. (a) ヒートパルス法におけるヒーターと温度センサ

ーの固定位置と(b)座標系．心材の中心に向かう方向を z

軸（深さ方向）とする． 

Fig. 2. (a) Location of a heater and two temperature sensors in a 

tree’s trunk and (b) a coordinate system for the heat-pulse method. 

The z axis is set to the center of the core. 

 

        𝐻𝑃𝑉                     (3) 

 
となる。これより，上下センサーの温度が等しくなっ

たとき，与えられた熱はちょうどその中間地点まで移

動したと考えられる。つまり，(3)式は，その時間と距

離の関係から速度を求めている。本研究で利用した樹

液流の流速計は，この t0 の測定から HPV を計算して

いる。最終的には，この HPV 値から(1)式を用いて樹

液流の速度V を求めた。このとき，樹幹内の密度と比

熱は，口径 4 mm の成長錐でコアを採取し，その温度，

体積，重量および含水率から求めた。 

 

3.2. 観測方法 

観測は，2001 年 7 月～10 月に実施した。Fig. 1 の林

内 S1 地点でイタヤカエデ，シナノキ，オヒョウといっ

た広葉樹の樹液流の速度，S2 地点でトドマツの樹液流

の速度をヒートパルス法で測定した。S2 地点のトドマ

ツ林は，上流域のトドマツ林からやや離れた個所に位

置するが，樹齢はほぼ同じとみなせるので，ここに観

測点を設けた。 
トドマツ林の S2 地点に隣接する裸地には，風速計

を地上 1.8 m に設置し 10 分間平均風速を得た。樹液流

の速度の計測には，林電工業株式会社製 HP-2 型のヒ

ートパルス式蒸散流速計を用いた。蒸散流速計のセン

サーは，棒状ヒーター1 本と温度センサー2 本で 1 セ

ットになっており，本研究では 9 セットを用意して観

測にあたった。ヒーターとセンサーを設置する際，専
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用ガイドを樹幹に固定しハンドドリルで樹木に垂直に

穴を開けた。これによって，ヒーターと 2 本のセンサ

ー間の間隔が正確に 5 mm，10 mm で一直線に並ぶよ

うに挿入固定された(Fig. 2)。また，外部の気温変化の

影響を防ぐため，樹木の外に出ているセンサーとヒー

ターの全体を断熱材の脱脂綿で包み，この上をビニー

ルシートで覆い，最後に遮光用のアルミホイルで包ん

だ。なお，ヒーターからの放熱時間は基本的に 2.0 秒

間である。 
 本研究では，樹液流の速度の測定を樹木 1 本につき

センサー1～2 セットで行った。このための予備観測と

して，先ず代表的なトドマツとイタヤカエデを 1 本ず

つ選定し，それぞれ同じ深さに 4 方位からセンサーを

挿入して同時に樹液流の速度を測定した。これにより，

方位によって測定流速に差がないことを確かめた。 
Fig. 1 の T 地点では，気温・湿度・全天日射量・雨

量を計測した。気温・湿度は地上 1.5 m 高で 30 分間隔

で，全天日射量は地上 2 m 高で 15 分間隔で測定した。

なお，この気温・湿度データを用いて飽差(g m-3)を計算

した。 

Fig. 1 の黒プロット 8 か所と S1, S2 地点では，20 m
×20 m の範囲で毎木調査を行った。調査項目は，樹種

と本数，胸高直径DBH(cm)である。このとき，蒸散量

を考える際，DBH<4 cm の樹木は群落への寄与が小さ

いと考え，カウントしなかった。なお，トドマツ林に

ついては，毎木調査は上流の 1 か所でのみ行った。こ

れは，トドマツ林の大部分が 1957～1958 年の植林で，

樹高と胸高直径の大きさから一斉林とみなせると考え

たからである。 
 

3.3. 樹木1本の蒸散量算定法 

 樹液流速度の測定は，樹木1本での1点の値なので，

この樹木の蒸散量 Tr1 を求めるには樹液が流れる辺材

部で積分する必要がある。これについては，樹木の深

さ方向に流速分布を求め，それを辺材部全体で積分し

た。辺材幅 sw は，既出の成長錐でコアを採取して求め

た。先ず，トドマツの場合は，含水率が心材では急激

に小さくなることを利用した。広葉樹のオヒョウは辺

材と心材で色が明らかに異なるので，肉眼で sw 値を

求めた。シナノキとイタヤカエデの場合は，この識別

ができないので，Wullschleger et al. [26]による sw～DBH
間の経験式を利用した。 

 流速分布については，代表的な樹木として，

DBH=42.5 cm のトドマツ，DBH=18.4 cm のイタヤカエ

デ，DBH=42.8 cm のオヒョウを選び，それぞれ異なる

深さで同時の樹液流の速度を測定した。約 1 週間の観

測後に，それぞれの深さにおける樹液流の平均速度𝑉

を計算した。Edward and Warwick [22]は，この𝑉を深さ

z に関する 2 次式で表したが，より正確な分布を得る

ため，次の 3 次式を用いた： 
 

𝑉 𝑎′
′

𝑏′
′

𝑐′
′

       (4) 

 

ここで，a’, b’, c’：任意定数，sw’：代表木の辺材幅であ

る。(4)式は，トドマツ，イタヤカエデ，オヒョウにそ

れぞれ異なる a’, b’, c’値を用いて適用し，シナノキに

ついては，同じ散孔材のイタヤカエデの式を使用した。 

 通常観測では，樹液流の速度を 1～2 点の深さでの

み測った。ここでは，同じ樹種の深さ方向の流速分布

は，DBH の大きさ，つまり sw の大きさに関わらず等

しいと仮定した。そして，代表木の流速分布式の(4)式

をそれぞれ全ての樹木に適用した。例えば，代表木と

異なる辺材幅 sw の樹木について，深さ z で樹液流の

速度Vを測定した場合，Vと zの関係式V = z3+z2+z
の係数, , は， 

 

     𝛼
′

  , 𝛽  
′

 , 𝛾
′

         (5) 

 

として(4)式のa’, b’, c’をそれぞれ変換して, , を求め

流速分布式とした。以上から，樹木 1 本の蒸散フラッ

クスF は，それぞれの流速分布式を辺材全体で積分し

次式から求めた： 

 

  𝐹 2𝜋 𝑟 𝑧 𝑉𝑑𝑧               (6) 

 

ここで，r は樹木の半径(cm)である。ここでは，樹液流

の速度を 30 分ごとに測定し，(6)式から 30 分ごとの蒸

散フラックスを求めた。さらに，樹液流の速度が観測

できた時間帯(7:00～19:00)について F を積分し，樹木

1 本の日蒸散量 Tr1 (L day-1)とした。 
 

3.4. 蒸散量のスケールアップ 
 前節の日蒸散量 Tr1 (L day-1)を，流域全体の蒸散量 Tr 

(mm day-1)にスケールアップすることを考える。Hatton 
et al. [27]は，観測した樹木の辺材面積，葉面積，胸高

直径，個々の樹木が占める面積(tree domain)をパラメー

ターとして，流域全体の蒸散量を求めた。その結果，

辺材面積または胸高直径が最も適したパラメーターで

あることを見いだした。一般的に，辺材面積と胸高直

径の間には強い相関がある。そのため，本研究では測

定の容易さを考え，胸高直径 DBH をパラメーターと

して選択した。 
 本研究では，ヒーター1 本，温度センサー2 本を 1 セ
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ットとして，9 セットのみの観測で流域蒸散量を評価

する。このため，Vertessy et al. [28]による roaming sensor 

technique を利用して，9 セットのセンサーでより多く

の樹木の樹液流の速度を測定する方法を考えた。先ず，

基準木を 1 本選び，これを含む 9 本の樹木にそれぞれ

センサーを 1 セットずつセットした。これらの樹液流

の速度を 1～2 週間観測し，その後，基準木以外のセン

サーをそれぞれ別の樹木に移設して 1～2 週間観測し

た。測定を終了した樹木については，同時に得た基準

木のデータに回帰させた。測定期間外の値は，基準木

の測定値を回帰式に代入して求めた。ここで Vertessy 
et al. [28]と手法が異なる点は，基準木を 2～3 期間ごと

に変えて行ったことである。この理由は，長期間セン

サーに設置するとドリルで穴を空けた部分にチロース

が溜まり，樹液流の速度に影響するからである。また，

基準木を変えることで，より広範囲の観測が可能にな

った。 
基準木以外のセンサーを移設するまでの期間を 1 期

とすると，トドマツ林で計 8 期，混交林で計 9 期の観

測を行った。本数としては，トドマツ計 24 本，イタヤ

カエデ計 9 本，シナノキ計 8 本，オヒョウ計 6 本のほ

か，他の樹種の広葉樹 3 本の計 50 本を計測した。 

 
3.5. ペンマン-モンティース法 

本研究では，流域蒸発散量を評価する方法として，

次のペンマン-モンティース式を用いた： 

 

𝜆𝐸
/

/
                   (7) 

 

ここで，：蒸発の潜熱（J kg-1），蒸発散量kg m-2 s-

1)，：大気密度kg m-3)，cp：定圧比熱(J kg-1 K-1)，：
乾湿計定数hPa K-1，：飽和水蒸気圧曲線の傾きhPa 
K-1，Rn：正味放射量(W m-2)，D：飽差，ra：空気力学

的抵抗(s m-1)，rc：群落抵抗(s m-1)，である。ここでは，

蒸発散量 E を日単位(mm day-1)で求めるため，地中の

貯熱量変化は無視した。(7)式の正味放射量Rnは，次式

で与えられる： 

 

Rn = (1  L - Ts
4                 (8) 

 
ここで，：アルベド，：短波放射量(W m-2)，L ：

下向き長波放射量，：ステファンボルツマン定数

=5.670×10-8 Wm，s：地表面温度(K)，である。

下向き長波放射量 Lは，近藤[29]に従い快晴時の下向

き長波放射量 Lfを求め，次式から算定した： 

𝐿 ↓ 𝜎𝑇 1 1
↓

𝐴              (9) 

          𝐴 ↓⁄

↓ ⁄
           (10) 

 
ここで，T：日平均気温(K)，である。(10)式のは雲の

効果を表す係数で，ここでは日照時間N(h)と可照時間

N0(h)の比である日照率 B=N/N0 の関数として，次式に

よって求めた： 
 

 = 0.826B3 1.234B2+1.135B+0.298 (0<B 1)      (11) 
   = 0.2235  (B=0)                            (12) 

 
ここで，流域の日照時間N は，流域の北東約 20 km に

ある札幌管区気象台での日照時間と全天日射量との関

係を用い，T 地点の全天日射量から求めた。また，流

域の可照時間N0は，T 地点における快晴時の全天日射

量の時間変化から求めた。 

 (7)式中の空気力学抵抗 raは，大気の安定度が中立で

あるとして，次式を使って求めた： 

 

  𝑟
/

                   (13) 

 

ここで，k：von Karman 定数(=0.41)，zr：群落上の代表

的な高度(m)，ur：zrにおける風速(m s-1)，d, zo:それぞれ

ゼロ面変位(m)と粗度長(m)である。ここで，ゼロ面変

位 d の値ついては，近藤[29]による次式によって，対

象流域の森林群落に対し葉面積指数 LAI=6 として

d/zr=0.73 を求め，北海道森林管理局・担当官（私信）

による zr =16 m から d=11.6 m を得た： 
  

 
1 1 exp 𝐶              (14) 

 
ここで，𝐶 𝐶∗/2𝑘 ，無次元葉面積指数𝐶∗ 𝑐 ∙ 𝐿𝐴𝐼，
葉面抵抗係数 cd (～0.2)である。なお，LAI 値 6 は石井

[30]を参考に決定した。(13)式中の zrと urについては，

S2 地点に隣接の裸地で計測した 1.8 m 高の風速 u に次

式の速度対数則を適用した： 

 

𝑢 𝑧 ∗ ln                 (15) 

 

ここで，𝑧 𝑑 𝑧 ，u*：摩擦速度(m s-1)，である。 
なお，このとき，地表面の粗度長 z0sとして草地の代表

値 0.1 m を用い，これから次式を用いて群落の粗度長

z0 = 1.2 m を求めた[29]： 
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ln

1 exp 𝐶 ln . ∙ exp 2𝐶
.

     (16) 

 

  葉の気孔に関するパラメーターである群落抵抗 rcに

ついては，次式で示すStewart [31]のモデルを適用した： 

 

𝑟 𝑓 𝐾 ↓ 𝑓 𝐷 𝑓 𝛹              (17) 

 

ここで，rmin：最小群落抵抗(s m-1)，𝛹：土壌水分ポテ

ンシャル(MPa)，である。この式は，短波放射量K↓，

飽差D，土壌水分ポテンシャルΨ のそれぞれの関数 fi, 
f2, f3が，全て独立に群落抵抗 rcに影響することを表す。

観測期間では総雨量 477 mm，平均日雨量 6.2 mm で，

雨量と降雨イベント数が多かったため，水分ストレス

による蒸散量の減少は全く見られなかった。このこと

から，Ψ の関数 f3は 1 とした。なお，(17)式の関数 f1, 

f2は，それぞれ以下の式で表せる： 
 

 𝑓 𝐾 ↓ ↓

↓
           (18) 

 

   𝑓 𝐷                     (19) 

 

ここで，k1, k2, k3：任意パラメーターである。(18)式と

(19)式は，それぞれ Stewart [31]とZhang et al. [32]によ

って用いられた関数である。ここでは，Zhang et al.[32]
に従い，rmin，k1, k2, k3の 4 つのパラメーターの値につ

いて，実測の樹液流速から求めた蒸散量とフィッティ

ングさせる方法で決定した。 

 
4. 結果 

 
4.1. 毎木調査による胸高直径の分布 

 Table 1 に，毎木調査によって得た植生の特徴を示す。

なお，立木密度は DBH≥4.0 cm の樹木を対象とした値

である。この表より，混交林のDBH はトドマツ林に比

べバラつきが大きいこと，混交林でもトドマツが全体

の約 23 %を占めることがわかる。また，混交林での平

均胸高直径は，トドマツ 20.2 cm，シナノキ 13.9 cm，

イタヤカエデ 11.2 cm，オヒョウ 12.8 cm であった。 
 Fig. 3 は，(a)トドマツ林と(b)混交林における胸高直

径 DHB の頻度分布を示す。トドマツ林は左右対称に

近い分布を示すが，混交林ではDBH がより広範囲で 

図 3. 毎木調査に基づく(a)トドマツ林と(b)混交林の胸高

直径DBH の頻度分布。 

Fig. 3. Frequency distributions of DBH (cm) in (a) Sakhalin fir 

forest and (b) mixed forest by tree surveys. 

 

小さい値に偏った分布を示した。 

 
4.2. 樹木1本の蒸散量 

Fig. 4 は，トドマツとオヒョウに対して測定された

辺材幅 sw と胸高直径DBH との関係を示す。sw は，ど

ちらも DBH 増加と共にその増加率は減少したが，全

体としてはオヒョウの方が値が大きかった。一般的に，

sw は(20)式のように DBH のべき関数として表せられ

る[26]： 

 
sw = a(DBH)b              (20) 

 
ここで，a, b：樹種によって変化するパラメーター，で

ある。図から，トドマツでは a=0.24, b=0.69，オヒョウ

では a=0.39, b=0.69 と求められた。今回，測定できな

かったシオノキとイタヤカエデについては，

Wullschleger et al. [26]が求めたそれぞれ a=2.052, 

b=1.654 と a=0.90, b=1.84 を用いて sw を見積もった。 

図 4. 毎木調査に基づく(a)トドマツと(b)オヒョウの胸高

直径DBH と辺材幅 sw との関係。 

Fig. 4. Relations between DBH and sw for (a) Sakhalin fir and 

(b) Manchurian elm by tree surveys. 
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Fig. 5 に，代表木のトドマツとイタヤカエデの無次

元深さ z/sw についての流速分布とその近似曲線を示

す。なお，図の白丸にあるように，V=0 (z/sw =1)と仮定

している。ここで z は樹皮の下の形成層からの深さを

指す。また，図から，流速の極大はトドマツで z/sw～
0.4，イタヤカエデで z/sw ～0.3 の位置にあり，辺材の

中心 z/sw= 0.5 より外側にあることがわかる。なお，辺

材幅はトドマツの場合は 3.0 cm，イタヤカエデの場合

は 7.2 cm であった。しかし，センサー長は 5.0 cm であ

り，測定可能な最大深さは 3.6 cm のためイタヤカエデ

の場合は深さ 3.6～7.2 cm は測定できなかった。このた

め，イタヤカエデの場合は，心材では樹液流の速度は

ゼロとし，z/sw> 0.5 の領域は直線で外挿した（Fig. 5b
の点線）。 

図 5. (a)トドマツと(b)イタヤカエデにおける樹液流の速

度V の無次元深さ(z/sw)についての分布． 

Fig. 5. Distributions of sap flow velocity, V, for (a) Sakhalin fir 

and (b) painted maple. z: depth from the cambium. 

 

Fig. 5 の近似曲線を用い，(6)式から樹木 1 本の蒸散

量を計算した。なお，通常は辺材の外側に樹皮があり，

この部分は樹液は流れない。DBH と樹皮の厚さの関係

を調べると，樹皮の厚さはDBH の約 5%であった。こ

のため，(7)式での樹木の半径 r = 0.95(DBH)/2 としてい

る。 

 
4.3. roaming sensor techniqueによる補間 

 今回の観測では，１本のヒーターと 2 本の温度セン

サーを 1 セットとして，全 9 セットでできるだけ多く

の樹木の樹液流速を測ることを考えた。このため，基 

 

準となる樹木を選び，ここで固体された 1 セットは動

かさずに，他の 8 セットを様々な樹木に固定して同期

間の樹液流速を測定し，基準木と他の樹木との間で相

関をとってローミングすることを考えた。ここでは，

これを roaming sensor technique と呼ぶこととする。 
Fig. 6 は，得られた樹木 1 本の日蒸散量 Tr1(L day-1)

について，基準木のトドマツE と他のトドマツ F, G, H
との関係を示す。なお，この観測期間は 7 月 31 日～8

月 10 日であるが，他の期間でもそれぞれの回帰式は

全て y=a1x（a1：任意定数）で表すことができた。その

決定係数の平均は 0.88 で，最低値は 0.61 であった。一

方，広葉樹では決定係数の平均は 0.66 で，トドマツよ

り小さな値をとった｡ 
ここで，相関の悪かった期間の例として，9 月 23 日

～10 月 9 日の基準木のトドマツ V と他のトドマツ Y, 
Z との関係を Fig. 7 に示す。この期間におけるトドマ

ツ V とトドマツ Y, Z との相関は，R2でそれぞれ 0.89, 
0.70 であった。しかし，図にあるように，9 月 23 日～

10 月 2 日（図の〇と□）と 10 月 3 日～9 日（図の●と

■）に分けると後者の期間で相関が悪くなり，データ

に異常性が認められた。なお，図中の回帰式と決定係 

図6. 日蒸散量に関する基準木のトドマツEとトドマツF, 

G, H との関係． 

Fig. 6. Relations between a reference tree, Sakhalin fir “E”, and 

Sakhalin firs “F”, “G”, and “H” for daily transpiration. 

 
Area 

(km2) 

Standing density 

(No. km-2) 

DBH  Mean 

(cm) 

DBH    

Std. dev. (cm) 

Sakhalin fir 

(%) 

Japanese 

linden (%) 

Painted 

maple (%) 

Elm 

(%) 

Others 

(%) 

Needle-

leaved forest 
0.63 1.120×105 20.6 7.6 100 − − − − 

Mixed forest 0.48 1.448×105 15.5 10.3 22.7 20.8 17.3 9.2 30 

表 1. 毎木調査で得られた針葉樹林と混交林の分布と特徴．樹木の和名は本文を参照． 

Table 1. Distributions and features of needle-leaved and mixed forests obtained by tree surveys. The label “Elm” shows 

“Manchurian elm” (see text). 
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図 7. 日蒸散量に関する基準木のトドマツ V とトドマツ

Y, Z との関係．〇，□：観測期間 9 月 23 日～10 月 2 日 

●，■：観測期間 10 月 3 日～9 日． 

Fig. 7. Relations between a reference tree, Sakhalin fir “V”, and 

Sakhalin firs “Y” and “Z” for daily transpiration. 〇 , □ : 

observed for 23 Sept – 2 Oct. ●, ■: observed for 3 – 9 Oct. 

 

数は 9 月 23 日～10 月 2 日の結果に対してのものであ

る。この異常性を確かめるため，トドマツV, Y, Z の 30

分ごとの樹液流の速度(cm h-1)と飽差(g m-3) の変動を

Fig. 8 に示す。なお，樹液流の測定した深さは，それぞ

れ 1.8 cm，1.6 cm，1.4 cm で，無次元深さ z/sw = 0.66, 
0.53, 0.52 の位置である。ここで，トドマツV に着目す 

ると，10 月 2 日を境に明らかに他の 2 本に比べ樹液流

速速が小さくなっている。この原因としては，黒田[19]

が指摘する“外傷によって仮道管内で気泡が発生し流

路が狭められた”ことに因って樹液流が阻害されたと

考えた。なお，9 月 23 日～10 月 9 日の 17 日間につい

て，無降雨日（観測日）は 9 月 27 日～10 月 1 日，10

月 4 日～ 5 日，10 月 7 日～9 日の 10 日間で，この 3
期間前はそれぞれ 9 mm, 17 mm，1 mm の雨量があり，

無降雨日の平均気温は 9.2 ℃，10.7 ℃，8.5 ℃であっ

た。つまり，10 月 2 日を境に気象条件が大きく変わる

ことはなかった。また，飽差について，10 月 2 日を境

に 10 月 3～5 日でやや減少しているが，10 月 6～9 日

の増加時でもトドマツ V の流速は減少傾向にあった。 
流れの阻害がある場合，樹液流の速度を回帰式 y=ax

で求めることは困難になる｡このため，10 月 3 日以降

のトドマツ V の樹液流の速度について補正を行った。

先ず，Fig. 9 のように，トドマツY とトドマツV の 30
分ごとの樹液流の速度を比較した｡ここでは，この図に

おける 9 月 23 日～10 月 2 日について，図の回帰式（黒

い太線が回帰曲線）を用いて 10 月 3 日以降のトドマ

ツV の樹液流の速度を計算した。今回のトドマツV の

ように流速が減少する現象は，トドマツで 4 本，広葉

樹で 4 本で認められた。 
一方，広葉樹については，y= a1x による近似の決定

係数 R2が小さかった例を Fig. 10 に示す。サンプル数

は少ないが，決定係数は 0.94, 0.95 で相関がみられた。

このとき，オヒョウN4 については，y 切片はゼロでは

なく，回帰式 y= a1x +b1の適用が妥当であることがわ

かった。この結果は，基準木の中でオヒョウ 3 本にの

み観測されたが，その理由については不明である。 

以上から，広葉樹の蒸散量データの補間には，y=a1x
と y=a1x+b1の 2 通りの回帰式を使用することとした。 

 
4.4. 蒸散量と胸高直径との関係 

それぞれの樹木の胸高直径DBHと日蒸散量Tr1との

関係を調べた。なお，データは無降雨日(49 日間)のみ

のデータを使用した。Fig. 11 に，トドマツA～Z（計測

できなかったC, N を除く 24 本）の無降雨日での平均 

図 8. 2001 年 9 月 23 日～10 月 9 日におけるトドマツY, V, Z の樹液流速度と飽差の時間変化（30 分間隔）． 
Fig. 8. Semi-hourly series of sap flow velocity for Sakhalin firs “Y”, “V” and “Z” for September 23 – October 9, 2001. 
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図 9. 2 つの観測期間の樹液流の速度に対するトドマツ Y

とトドマツ V との関係．〇 9 月 23 日～10 月 2 日 ●10

月 3 日～9 日 

Fig. 9. Relations between Sakhalin firs “Y” and “V” for sap flow 

velocity (cm h-1) of September 23 – October 2(white circles) and 

October 3–9 (black circles). 

図 10. 蒸散量に対する基準木のウダイカンバ N1 とシナ

ノキ N5，オヒョウ N4 との関係．観測期間 9 月 3 日～8

日． 

Fig. 10. Relations between a reference tree, monarch birch N1, 

and Japanese linden N5 or Manchurian elm N4 for transpiration 

(L day-1) of September 3 – 8. 

 

日蒸散量 Trmと DBH との関係を示す。両者の関係は，

次のべき関数で表せられる： 

 
Trm=c(DBH)d                             (21) 

 
ここで，c, d：任意定数である。Fig. 11 では，R2=0.93 の

高い相関が見られる。前節で示したように，トドマツ

ではそれぞれの樹木間の日蒸散量比が一定，つまり

y=a1x で近似できると考えている。このため，各日の日 

図 11. 7 月 9 日～9 月 20 日間の無降雨日におけるトドマ

ツA～Z の平均蒸散量 TrmとDBH との関係． 

Fig. 11. Relation between DBH and mean transpiration Trm for 

Sakhalin firs A – Z observed on non-rainfall days of July 9 – 

September 20. 

図 12. トドマツ A～Z に対する関係式 Trm=c(DBH)d での

係数 c の時間変化． 

Fig. 12. Temporal variation of coefficient c in the equation 

Trm=c(DBH)d for Sakhalin firs A - Z. 

 
蒸散量 Tr1とDBH の回帰曲線は，樹木間で全て等しい

ことになる。つまり，7 月 9 日～9 月 20 日の無降雨日

において，平均蒸散量 Trm～胸高直径DBH 間の関係式

の係数 d は，常に一定で 2.864 になる。また，各日の 
DBHと日蒸散量Tr1の回帰式は(ΣDBHi/n, ΣTri/n)を通

る。ここで，n は，サンプル樹木の数である。この関

係を利用し，係数 d = 2.864 から各日での回帰曲線の係

数 c を求めた(Fig. 12）。 
 次に，広葉樹について説明する。広葉樹は樹種ごと

のサンプル数が少ないため，全樹種をまとめて扱った。

Fig. 13 は，広葉樹に対する 7 月 9 日～9 月 20 日間の無

降雨日の平均日蒸散量 TrmとDBH との関係を示す。ト 
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図 13. 7 月 9 日～9 月 20 日間の無降雨日における広葉樹

の TrmとDBH との関係． 
Fig. 13. Relation between DBH and mean transpiration Trm for 

broad-leaved trees observed on non-rainfall days of July 9 – 

September 20. 

図 14. 広葉樹における関係式 Trm=c(DBH)d での係数 d の

時間変化． 

Fig. 14. Temporal variations of the coefficient d for broad-leaved 

trees. 

 

ドマツに比べると回帰曲線の傾き d は小さいが，係数

c は大きくなった。また，トドマツに比べバラツキは

大きく，R2=0.71 となった。さらに，Fig. 10 のオヒョウ

のように，広葉樹ではそれぞれの樹木間の蒸散量比が 

必ずしも一定ではなかった。このため，トドマツと異

なり，係数 c ばかりでなく係数 d も日によって変化す

る。従って，ここでは Trm～DBH 間の関係式(21)式の係

数 c，d を一日ごとに求めた。係数 d については，Fig. 

14 のようになった。係数 d は，8 月下旬までほぼ一定

であったが，それ以降は大きなバラツキと共に増加し

た。観測期間中，係数 d は平均 2.305, 標準偏差 0.0181
であった。 

各日の係数 c の時間変化をFig. 15 に示す。7 月 23 日

～31 日にかけて最大となり，この時期に樹液流が活発

になることを示唆する。その後，9 月にはトドマツの

場合と同様，減少傾向が見られた。また，その値はト

ドマツに比べほぼ 1 オーダー大きな値を示した。 
 

図 15. 広葉樹に対する関係式 Trm=c(DBH)d での係数 c の

時間変化． 

Fig. 15. Temporal variation of coefficient c in the equation 

Trm=c(DBH)d for broad-leaved trees. 

図 16. (a) トドマツと(b) 広葉樹の流域蒸散量に占めるDBH 別蒸散量の割合． 

Fig. 16. Ratio of transpiration at each DBH to catchment transpiration for (a) Sakhalin fir and (b) broad-leaved trees. 
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4.5. 流域蒸散量 

前節でトドマツと広葉樹に対し，それぞれの Trm～ 
DBH 関係式として，(21)式中の係数 c, d を求めた。こ

こでは，これらの関係式と Fig. 3 の DBH 分布を用い

て流域全体の蒸散量 Tr(mm day-1)を計算した。 

Fig. 16 は，(a)トドマツと(b)広葉樹に対する流域蒸散

量に占めるDBH別の蒸散量比を示す。トドマツでは，

DBH=24～28cm の樹木が流域蒸散量に大きく寄与し

ており，全体として尖度の高い分布となった。一方，

広葉樹では各 DBH でなだらかな分布を示している。

Fig. 3 との比較から，トドマツ，広葉樹ともにDBH の

大きな樹木の蒸散量が相対的に大きな割合を占めてい

ることがわかる。 

Fig. 17 は，トドマツと広葉樹の流域蒸散量の季節変

動を示す。トドマツと広葉樹は，共に夏から秋にかけ

て蒸散量が減少している。観測期間 7 月 9 日～9 月 20
日の無降雨日における平均蒸散量はトドマツで 0.53 

mm day-1，広葉樹で 0.27 mm day-1であった。 
 

4.6. ペンマン-モンティース法との比較 
Fig. 18 に，ペンマン-モンティース法で計算した流域

蒸発散量 Epm (mm day-1)とヒートパルス法による流域

蒸散量 Tr (mm day-1)との比，および平均気温と雨量の

経日変化を示す。なお，図中のプロットは，全て無降

雨日の値を表す。また，この時に対応する Tr～Epm 間

の関係を Fig. 19 に示す。なお，この時，ペンマン-モ
ンティース法で用いた(15)～(17)式での 4 つのパラメ

ーターの最適値は，rmin=120, k1=5.0, k2=0.01, k3=0.11 
(R2=0.83)と求まった。また，Fig. 19 では，Tr, Epmは共

に原点を通ると考え，回帰式はべき関数 Tr=0.44Epm
0.66 

(R2=0.87, p<0.01) で表している。これらの図から， 

 

 
Tr/Epm値は常に Tr/Epm<1 で，Fig. 18 では 8 月下旬まで 

漸減傾向をとりながらも 0.28～0.45 の範囲で比較的一

定の値をとった。しかし，9 月に入るとバラつきが大

きくなり，9 月 9 日で最大値 0.63 を示した。また，9 月

に入ると気温と Tr/Epm比の変動は類似し，気温上昇の

時は Tr/Epm比も上昇する傾向が見られた。Epm値は，林

床にあるクマイザサの蒸発散量とその下の土壌水分の

蒸発量を合計した蒸発散量Efを含むため，Epm>Tr とな

るのは妥当と考える。しかし，Ef の占める割合は一般

的に全蒸発散量の 5～20 %であり[33, 34]，Tr 値はEfを

含まないとしても非常に小さいと言える。 

なお，Fig. 18 では，降雨前後に Tr/Epm比が大きく変

化することはなかった。これは，降雨後の遮断蒸発量

による蒸発散量の増加と降雨後の土壌水分増加に伴う 

図 18蒸発散量 Epmと日蒸散量 Tr の比と日平均気温・日

雨量の経日変化．Tr 値は全て無降雨日のもの． 

Fig. 18. Temporal variations of Tr/Epm ratio, daily mean air 

temperature and daily rainfall. The Tr values were obtained on 

non-rainfall days. 

図 17. 流域蒸散量(mm day-1)の季節変動．トドマツは混交林に分布するものを加えた値．広葉樹はトドマツ以外の

値． 

Fig. 17. Seasonal variations of catchment transpiration (mm day-1) for Sakhalin fir and broad-leaved trees. Sakhalin firs in the 

mixed forest are also included. 
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図 19.蒸発散量Epmと日蒸散量 Tr との関係．
Fig. 19. Relation between evapotranspiration Epm and 

transpiration Tr. 

 
蒸散量増加とが比較的同期していることを示唆する。 

 
5.ヒートパルス法に対する補正 

 
5.1. ヒートパルス法の問題点 

これまで，ヒートパルス法では樹液流の速度が過小

評価されることが多数報告されている[18, 21-24]。3.2.

節で述べたように，ヒートパルス法によって樹液流の

速度を求める場合，2 次元の熱移流拡散方程式の解析

解(2)式が基本となっており，その解析解を得るには，

初期条件以外に次の 3 つの仮定が前提にあった： 

 
(i) ヒーターとセンサーの体積は無限小である 

(ii) 樹液流の速度V は xy 平面上で一様に分布 
する 

(iii) 樹木は熱的に等方均質である(kx = ky) 
 

Swanson and Whitefield [18]は，この過小評価の 
原因を調べ，実際の樹液流では上の 3 条件が成り立た

ないことを突き止め，その補正方法を検討した。(i)に
ついては，センサーの直径 0.2 cm に対しセンサーの間

隔 0.5 cm，1.0 cm であり，センサーの大きさを無視す

ることはできない。このことから，条件(iii)に関連し，

センサーと樹木の熱特性の違いを無視できない。また，

条件(ii)に関し，センサーが樹液流の流れを阻害するこ

とが起こりうる。 
こうして，2 次元の熱移流拡散方程式での熱容量や

熱伝導率は樹木の値を用いるのではなく，センサーの

箇所ではセンサー物質の値を用いるべきである。また，

樹木へのセンサー挿入によるキズが樹液流を阻害する

ので，これに関する数値計算が必要である。Swanson 

and Whitefield [18]は，xy 平面の 2 次元数値計算によっ

て，従来のヒートパルス法では樹液流の速度を 50～

75 %過小評価することを報告している。本研究では，

深さ方向の流速分布(4)式を利用し，陽的差分法による

3 次元数値計算を行った。 
 

5.2. 数値計算での物性に関する条件 
  数値計算における格子間隔は x, y 軸方向 0.04 cm，z

軸方向0.08 cmとした。センサーは全て直径0.2 cmで，

その熱特性については Fig. 20 のような配置で考えた。

ヒーターから放出される熱は，その中心にある格子点

（■点）にのみ与えた。温度センサーの測定点は，中

心の格子点（●点）の温度を使用した。注意点として，

観測では下流側と上流側の温度センサーとヒーターの

位置は，それぞれ x= - 0.5 cm, 0 cm, 1.0 cm にあった(Fig. 
2)。しかし，計算では格子間隔の都合上 x = - 0.48 cm, 0 

cm, 0.96 cm の位置で計算した。樹木の生材の密度g(kg 
m-3)と比熱 cg(J kg-1 K-1)は，それぞれ次の(22)，(23)式を

使って求めた： 
 

  gmg/Vg                      (22) 
 

cg = 4.1868103(  

ここで，mg, Vg：生材の質量(kg)と体積(m3)，：含水率

図センサーの熱特性に関する条件．a樹幹と計算領域．

中央の矢がヒーター，他の矢は温度センサー．点線で囲ん

だ部分が計算領域．b数値計算で使用したヒーターとセ

ンサーのグリッド配列．■ヒーターと●温度センサーの

中心位置．円筒状のセンサーを計算では格子点の集合と

している．
Fig (a) Calculation domain in a trunk. The central arrow and 

the others show a heater and sensors, respectively. (b) Central 

location of a heater (black square) and sensors (black circles), and 

their arrays on grids in the simulation. 
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 (%)である。(23)式は伏谷ほか[35]による経験式で，比

熱cgは樹種と密度によらず含水率の関数と考えられた。 

熱伝導率 kx, ky, kzについて，接線方向の kyと放射方

向の kzは，一般的にほぼ等しいとされ，x 軸方向の kx

は，それらの 2 倍程度と考えられている[35,36]。木材

は多孔質で熱の絶縁性が高い。その熱伝導率は木材内

の空隙に関係するため，密度の関数と考えられる。気

乾状態（含水率 12 %）での kxについて，次式のような

実験式が導かれている[35]： 
 

  kx(12)= 4.1868102(0.022+1.6810-4  
 

ここで，kx(12)：含水率 12 %の時の x 軸方向熱伝導率，

：含水率のときの密度，である。さらに，木材

よりも水の熱伝導率は大きいため，生材の熱伝導率 kx

は含水率の関数と考えられる。なお，ここでの含水率

は次式で定義される重量比率である：


 ・mw/m0)                 (25) 
 

ここで，mw：木材に含まれる水の重量，m0：木材の乾

燥重量である。また，木材で用いられる容積密度(bulk 

density)R(kg m-3)は，次式で定義される： 
 

 
R=m0/Vg                      (26) 

 
ここでは，次の実験式から kxを求め，ky, kzは kxの 1/2

の値とした： 
 

kx=kx(12){1 0.011(12    
 

与えられたトドマツとセンサーの物性値を Table 2
に示す。なお，今回の計算では全てトドマツの値を用 

 

表 2. 数値計算で使用されたトドマツとセンサーの物性

値． 

Table 2. Thermal properties of Sakhalin fir and sensors applied 

in the simulation. 

いた。また，容積密度と含水率については，林業試験

場の木材部・木材利用部[37]のデータを使用した。また，

センサーの容積比熱（volumetric specific heat）と熱伝導

率は，Table 2に示すSUS304ステンレスの値を用いた。 

 
5.3. 樹液流の阻害に関する条件 

 樹液流の阻害に関し，今回の数値計算で用いた 2 つ

の条件をFig. 21 に示す。A タイプはBarett et al. [23]を

参考にして設定した。彼らはドリルによるキズ部分を

薄切りにし，光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡でキズの

形状を調べた。その結果，x 軸方向に約 0.4 cm，y 軸方

向に約0.3 cmにわたって導管の損傷があることを見い

だした。A タイプの流速ゼロ領域はこのキズの範囲を

考慮したものである。B タイプは，Swanson and 

Whitefield [18]が 2 次元数値実験で用いたもので，x 軸
方向に比べ y, z 軸方向の流れが小さいため，センサー

間では樹液流はないとした場合である。ここでは，キ

ズの幅を ww として，センサーの直径と同じ 0.20 cm，

Barrett et al. [23]を参考に 0.28 cm，さらに大きなキズと

して 0.36 cm といった 3 通りを考えた。z 軸方向の流速

分布については，実測に基づく(5)式を使用した。 

 
図 21. 樹液流の阻害に関するモデル条件．灰色部分は流

速ゼロの領域．A タイプ：Barrett et al. [22]を参考にしたゼ

ロ領域，B タイプ：Swanson and Whitefield [18]が与えたゼ

ロ領域． 

Fig. 21. Two models related to the obstruction of sap flow. Gray 

area shows zero velocity zone. Type A and type B were given by 

referring to Barett et al. [23] and Swanson and Whitefield [18], 

respectively. 

 

 
Sapwood Heartwood 

Heater or 

sensors 

Bulk density (kg m-3) 362 338 - 

Water content (%) 212 76 - 

Volumetric specific heat 

(kJ m-3 K-1) 
3.69 1.53 4.03 

Thermal conductivity 
(W m-1 K-1)  

 kx 

 
 

0.716 

 
 

0.380 

 
 

13.0 

ky, kz 0.358 0.190 13.0 
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5.4. 計算方法 

  数値計算では，次の 3 次元移流拡散方程式を陽的差

分法で解いた： 

 

𝑐 𝑘 𝑘 𝑘 𝑉𝜌 𝑐 𝑄 (28) 

 
初期条件：T(x,y,z,t)=0 (t=0)              

境界条件： 

, , , ℎ
𝑇 𝑥,𝑦, 𝑧 , 𝑡 𝑇 𝑡   

(z0平面センサー部分) 

, , ,
0    (z0平面センサー部分以外) 

T(x,y,z,t)=0       (その他) 
 

計算領域は，Fig. 22 に示すように x,y,z 方向にそれぞ

れ 4.8 cm2.4 cmcm とした。zo平面が樹幹と外気

の境界面であるとし，z 方向に樹皮 0.8 cm 厚，辺材 1.6 
cm 厚，心材 1.6 cm 厚とした。樹液流は辺材領域のみ

に与え，樹皮と心材の領域は流速ゼロとした。なお，

容積比熱と熱伝導率について，樹皮領域では心材領域

と等しい値を与えた。 
境界条件は 3 つの部分に分け，z0平面のセンサー物

質が存在する領域(Fig. 22 の黒い部分)は外気の温度 Ta

によって冷却される条件を与えた。外気温度は，基準

温度として Ta(t)=0 で一定とした。熱伝達率 h は，放熱

物質の形状や周囲の気体の流れ方によって変化する。

一般的には，空気の自然対流では h=4.2 W m-2 K-1程度

と考えられるが，ここでは，センサーの一部が z0平面 

より外側に存在するため h= 4.2W m-2 K-1とした。

なお，h = 4.2～4.2 W m-2 K-1の範囲で h を変えて

も，計算結果に大きな差はなかった。これは，z0平面 

図 22. 計算領域．z0平面（灰色の面）は樹幹と外気の境界

面． 

Fig. 22. Calculation domain. The z0 plane shows an interface 

between a trunk and the outer air. 

での温度は外気温度 Ta とほぼ等しいことを意味する。

次に，z0平面のセンサー物質が存在しない領域（Fig. 22

の灰色部分）では，断熱条件を与えた。これは，樹皮

の最も外側では含水率や熱伝導率が非常に小さいと考

えたからである。 
 数値計算におけるセンサー挿入深さは，ヒーターの

熱源が辺材領域の中央(z=1.6 cm)となるように設定し

た。この z=1.6 cm に適当な樹液流の速度 Vimpを与え，

(4)式の流速分布から辺材領域におけるそれぞれの深

さでの樹液流の速度を計算して与えた。ここで，与え

たVimpは 5～50 cm h-1の範囲で 5 cm h-1刻みとした。ま

た，熱量Q については，一部の計算を除き，実際に利

用した観測機器と同様の 2.0 秒間の矩形波の形で与え

た。ヒーターの熱源格子点に熱量を与え，上下の温度

センサーの温度が等しくなるまでの時間 t0を計算し，

(3)式から樹液流の速度 Vcal を見積もった。そして Vimp

と Vcal を比較し，樹液流の速度がどの程度影響される

かを調べた。 

数値計算は Swanson and Whitefield[18]と同様，次の 4
つのケースに分けて行った： 

 
Case 1: センサーの熱特性と樹液流の阻害を共に考慮

しない場合 
Case 2: センサーの熱特性のみ考慮する場合 

Case 3: 樹液流の阻害のみ考慮する場合 
Case 4: センサーの熱特性と樹液流の阻害の両方を考

慮する場合 
 

Case 1 では，Vimp と Vcal との間にあまり差はないと推

測されるため，(3)式を導いたときの仮定の一つである

“瞬時の放熱”について，放熱時間を 0.1～2.0 秒の範

囲で変えて，その影響を調べた。 

 
5.5. 計算結果 

Fig. 23 に，(a) A タイプ対するCase 1～3 と(b)A,とB
の両タイプに対する Case 4 についての計算結果を示

す。なお，放熱時間は全て 2.0 秒である。Case 1 では，

計算された樹液流の速度 Vcal は Vimpと 1:1 に対応する

かそれに近かった。しかし，Vimpが大きいときVcalはや

や過大評価する結果を与えた。これは，樹液流の速度

が大きいと上下温度センサーが等温になる時間 t0は小

さくなり，熱の矩形波の影響が出てくることが考えら

れる。実際，放熱時間を 1.0 秒，0.5 秒，0.1 秒と短く

するとこのズレも小さくなった。Case 1 に対し，セン

サーの熱特性を考慮したCase 2，および樹液流の阻害

のみを考慮したCase 3 では，逆に過小評価する結果と

なった (Fig. 23a)。特に Case 3 は大きく過小評価して

おり，相対的に阻害の影響が大きいことがわかる。 
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Case 4 では，阻害パターンType A とType B で影響

が大きく異なることがわかる(Fig. 23b)。例えば，樹液

流の速度Vimp=50.0 cm h-1のとき，Type A では，34.0 cm 
h-1，Type B では 22.7 cm h-1 (ww=0.20 cm)，18.5 cm h-1 

(ww=0.28 cm)，15.8 cm h-1 (ww=0.36 cm)となった。Type 
B では，キズの幅 ww が大きいほど 1:1 直線からのズ

レが大きくなり，過小評価される割合が大きくなった。

なお，樹液流を阻害する要因として，センサーを挿入

する深さも関係すると考え，Type B のww=0.20 cm に

ついて挿入深さ 1.2 cm～2.16 cm と変化させて計算し

た。その結果，Vcal値はほとんど変わらず，挿入深さは

過小評価の程度に影響しないことがわかった。 

 
5.6. 樹液流の速度に対する補正 

前節で得た結果から，樹液流の速度に関する補正式

を求めた。補正後の樹液流の速度Vcor，観測値をVobsと

して，補正式はVcor=Vobs)2+Vobsの二次式で表すこ

ととした。 

樹液流の阻害パターンによる係数，をTable 3 に

示す。Table 3 の係数を用いた 4 つの補正式により観測 

 
表 3. 樹液流阻害パターン，A タイプとB タイプに対して

得られた補正式の係数(Fig. 21 参照)．括弧内はww 値． 

Table 3. Coefficients and in the correction formula 

Vcor=Vobs)2+VobsValues in the parentheses show  

ww values in Fig. 21. 

した樹液流の速度を補正し，これによって流域蒸散量

Tr を見積もった。また，この流域蒸散量をペンマン-モ

ンティース法による流域蒸発散量Epmと比較した。 
Fig. 24 は，4 つの補正式による蒸散量 Tr とEpmとの

関係を示す。(a)のA タイプでは，Tr は補正後にやや大

きくなったが，明らかに Epm より小さい。この時，観

測期間中の平均蒸散量は補正前で 0.72 mm day-1，補正

後で 0.95mm day-1，Epmは 2.03 mm day-1であった。つま

り，補正前で Tr/Epm=0.32，補正後でも Tr/Epm=0.47 で流

域蒸散量はかなり小さく見積もられた。B タイプの

ww=0.20 cm，0.28 cm では，補正後の流域蒸散量はそれ

ぞれ 1.46 mm day-1，1.76 mm day-1 であり，それぞれ

Tr/Epm=0.72，0.87 であった。また，ww=0.36 mm では補

正後 2.13 mm day-1となり，Epmを上回った。以上から，

林床からの蒸発散量が流域蒸発散量の約 5～20 %を占

める[33,34]ことを考えると，ww=0.28 mm の条件が最

も妥当と考える。 
 本研究では，クマイザサを含む林床からの蒸発散量

Ef を見積もっていないため，樹液流の速度の実測に基

づく流域蒸散量 Tr の評価には，Epm評価に含まれる問

題点（特に，空気力学抵抗 raと群落抵抗 rcの評価方法）

と共にEf評価による検証が必要である。 

樹液流の測定法として，他にグラニエ法や幹熱収支

法がある。しかし，前者ではGranier [38]が提案した経

験式中の 2 つの係数が樹種によって大きく変化するこ

と，後者では与えた熱量に対する応答遅延による樹液

流速の過小評価など，これらの手法にも問題点がある。

このため，観測された樹液流速に対し単木でのポトメ

ーター法[13]やライシメーター法[39]などによる検定

をしつつ，それぞれの手法の特徴を生かした流域蒸散 

 

 
Type A 

Type B 

(0.20 cm) 

Type B 

(0.28 cm) 

Type B 

(0.36 cm) 

 0.0011 0.0296 0.0626 0.1044 

 1.4373 1.5341 1.5417 1.5178 

図 23. 与えた樹液流の速度Vimpと計算された樹液流の速度Vcalとの関係．(a) A タイプのCase 1～3 の場合，(b) Case 

4 の場合（Fig. 21 の阻害条件A タイプ, B タイプ別の結果） 

Fig. 23. Relations between a given flow velocity Vimp and calculated velocity Vcal. (a) Case 1-3 for Type A and (b) Case 4, where 

flow velocity was calculated for each obstruction of Type A and Type B in Fig. 21. 
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量評価の検証が必要である。 

 
6. まとめ 

 
 樹液流測定法の一つであるヒートパルス法によって，

流域蒸散量を見積もることを試みた。従来のヒートパ

ルス法では，次の 4 つの仮定のもとで熱の 2 次元移流

拡散方程式を解析的に解くことで樹液流の速度を求め

ていた： 

・熱量Q は x = y = 0, t = 0 で瞬間的に与えられる 
・ヒーターとセンサーの体積は無限小である 

・樹液流の速度V は xy 平面上で一様に分布する 
・樹木は熱的に等方均質である(kx = ky) 

 
実際には，熱量Q は 2 秒間与えられ，ヒーターとセ

ンサーの直径 0.2 cm のため，流れを阻害することによ

り樹液流の速度は一様にならず，また，熱伝導率は

kx>kyで等方均質にならない，というように 4 つの仮定

はどれも現実的でないことがわかった。実際，解析解

で得た樹液流の速度を用いて日蒸散量を求めるとペン 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

マン-モンティース法による日蒸発散量の28～45 %で，

林床からの蒸発散量を考慮してもかなり過小評価して

いると判断された。つまり，解析解による樹液流の速

度は実際の流速をかなり小さく見積もっていることが

推察された。そこで，本研究では，実測された樹木の

深さ方向の流速分布を利用し，有限大のセンサーを考

慮した 3 次元移流拡散方程式を陽的差分法により数値

的に解くことを考えた。このとき，センサーと樹木の

物性については実測値を与え，樹液流を阻害するセン

サー挿入時のキズの大きさを変えて，樹液流に与える

阻害効果を調べた。その結果，キズの幅が 0.28 cm の

阻害効果を与えたとき，補正された樹液流の速度によ

る流域蒸散量 1.76 mm day-1と求まり，この値が最も妥

当であると判断された。このとき，ペンマン-モンティ

ース法による流域蒸発散量は2.03 mm day-1と評価され

た。他方，対象の森林帯の林床にはクマイザサが繁茂

しており，クマイザサからの蒸発散と地面下の土壌水

分の蒸発を考慮した林床からの蒸発散量を考える必要

がある。この蒸発散量をどのように見積もるのかが今

後の課題である。 
 

図 24. ヒートパルス法による流域蒸散量 Tr とペンマン-モンティース法による流域蒸発散量 Epmとの関係．

(a) A タイプ, (b) B タイプ(ww=0.20 cm)，(c) B タイプ(ww=0.28 cm)，(d) B タイプ(ww=0.36 cm)での補正式を使

用した場合（実線はその回帰曲線）．〇補正前 ●補正後 点線は 1 対 1 対応直線． 

Fig. 24. Relations between transpiration Tr and evapotranspiration Epm from the Penman-Monteith method. Correction 

formulae based on (a) Type A, (b) Type B (ww=0.20 cm), (c) Type B (ww=0.28 cm), and (d) Type B (ww=0.36cm) are 

also shown. Solid lines and dotted lines indicate regression curves and 1:1 lines, respectively. 〇before correction, ●after 

correction 
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