
若い森林 > 老齢林 (Goulden et al. 2011)

風倒地増加＝景観全体で老齢林減少
前生稚樹多く残るほど大(WT>SL>SLSC)

枯死木・土壌炭素蓄積大 = Rh大
倒木残置＝枯死木･土壌炭素蓄積増加

(Appendix D)

NEP = NPP – Rh
前生稚樹が一定量残りNPP大&
風倒木がなくRh小なSLで最大

気候変動下で風倒後の管理が北方林の炭素収支に及ぼす長期的影響
Simulating the long-term effects of post-windthrow management on carbon balance in boreal forests under climate change.
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◆本研究は科研費17H01516(代表: 森本淳子), 環境省環境研究総合推進費S15(代表: 武内和彦)の支援を受けた。本研究の遂行には東京大学北海道演習林所有のデータを使用した。
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⚫ 倒木搬出による森林の正味のCO2吸収量増加分 < 施業や木材製品生産に伴うCO2排出量

⚫ 気候変動下で炭素収支を最大化できる風倒後の管理 = 倒木残置

堀田亘 Wataru Hotta

⚫ 気温上昇&風倒頻度･強度の増大下で風倒後管理が北方林の炭素収支に及ぼす影響の解明

⚫ 気候変動下で炭素収支を最大化するための風倒後管理の提案

Research Questions Key Messages
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1 森林景観シミュレーション
Forest Landscape Simulation

ライフサイクルアセスメント(LCA)
Life Cycle Assessment (LCA)2

⚫ 景観: 東京大学北海道演習林･東半分(12,169 ha)/針広混交林(Appendix A)

⚫ 年平均気温 5.5 ℃ / 年降水量 972.6 mm
⚫ シミュレーションモデル: LANDIS-II NECN succession v.6.3の改良版

⚫施業, 製品生産, 廃棄等でのCO2排出量も含めた包括的評価が必要

森林生態系内の炭素収支(景観全体)
Carbon balance inside forest ecosystems

LCAで推定したCO2排出量を含めた炭素収支
Carbon balance including CO2 emissions estimated by LCABA枯死木･土壌の分解速度の上昇

→ 森林からのCO2放出量増加 (Mayer et al. 2017)

森林が備え持つ回復力を超えるダメージ
→元のCO2吸収機能の回復困難に？(Seidl et al. 2014)

前生稚樹を破壊しCO2吸収機能の回復が遅延

気温上昇

風倒頻度・強度の増大

風倒後の管理: 倒木搬出・掻き起こし等

⚫ 以下の6項目に関わるCO2排出量を推定(詳細はAppendix C参照)

施業 長寿命木材製品生産 製品生産過程での廃棄

運搬 短寿命木材製品生産 製品化後の廃棄
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る
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純一次生産量
WT > SL > SLSC

従属栄養呼吸量
WT > SL > SLSC

純生態系生産量
SL > WT = SLSC

⚫ SL, SLSC
施業や搬出材加工、廃棄によるCO2排出量大(Appendix E)

風倒発生年に最大1800 gC/m2/yearのCO2を正味排出
→ 気候変動下では100年間で正味CO2を排出

⚫ WT:
気候変動下でもCO2吸収源として維持できる

累積NFCB 
どの風倒レジームシナリオでも WT > SL > SLSC

*NFCB = NEP – LCAの推定CO2排出量 (Hudiburg et al. 2019)

風倒レジーム(頻度/風倒面積率)

気候
現在気候 / RCP2.6 / RCP8.5

Historical: 50年/20％

Frequent: 25年/20%

Intense: 50年/40%

Frequent & Intense: 25年/40%

風倒後管理(Appendix B)

WT: 倒木残置

SL: 倒木搬出

SLSC: 倒木搬出&掻き起こし

2015-2130年/36シナリオ×3反復

https://whotta39.wixsite.com/mysite

第68回日本生態学会大会 P1-394

: 倒木残置 : 倒木搬出 : 倒木搬出&掻き起こし

実線: 全気候シナリオの平均値, 網掛け部: 気候シナリオ間での最大最小範囲

: 倒木残置 : 倒木搬出 : 倒木搬出&掻き起こし

実線: 全気候シナリオの平均値, 網掛け部: 気候シナリオ間での最大最小範囲
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気候変動下で風倒後の管理が北方林の炭素収支に及ぼす長期的影響 堀田ら

風倒後管理シナリオ 風倒木 前生稚樹 ササ

倒木残置(WT)
(倉橋ら 1983)

搬出せず
20％破壊

（80％残存）
破壊せず

倒木搬出(SL)
(大里ら 1996)

100％搬出
60％破壊

（40％残存）
破壊せず

倒木搬出&掻き起こし
(SLSC)

100％搬出 100％破壊 99％破壊

B. 風倒後管理シナリオの設定の詳細

風倒撹乱（大規模風倒を想定）

▪ 前生稚樹以外の生立木: 100％破壊

▪ 前生稚樹: 風倒後管理シナリオ別に異なる破壊率(下表)

▪ 前生稚樹の基準樹齢: 東大演習林の風害記録を基に樹種ごとに決定

A. 研究対象地

右図: 研究対象地の位置

下図: 研究対象地詳細図
薄灰色+濃灰色で囲まれた部分が東大北海道
演習林全域、濃灰色で囲まれた部分が本研究
の対象景観
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Type Coefficients References

施業 0.0303 Hudiburg et al. (2019)

長寿命木材製品生産 0.0026 Hudiburg et al. (2019)

短寿命木材製品生産 0.15 Hudiburg et al. (2019)

運搬 0.000155 Hudiburg et al. (2019)

製品生産過程での廃棄 0.245 Suzuki et al. (2019)

CEType = CSalvaged * CoefficientType

CEType: Xによる炭素放出量
CSalvaged: 搬出された枯死木炭素量
CoefficientType: Xによる炭素放出量の推定係数(右表)

WPRRt = ARLong-lived * YRLong-lived * exp(DRLong-lived * t) + ARShort-lived * YRShort-lived * exp(DRShort-lived * t)

CEWoodProductsDecompose t = CSalvaged * (WPRRt-1 -WPRRt)

t: 倒木搬出からの経過年数(t≧1)
WPRRt: t年後の木材製品の残存率
ARLong-lived: 木材全体に対するLong-lived products生産に使われる木材の配分率; 0.7(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 2017)
YRLong-lived: Long-lived productsを生産する際の歩留まり率; 0.65(Kamada and Ishiko 1994)
DRLong-lived: Long-lived productsの分解速度; -0.0198(建材の半減期を35年(Tsunetsugu and Tonosaki 2012)とした場合の推定係数)
ARShort-lived: 木材全体に対するShort-lived products生産に使われる木材の配分率; 0.3(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 2017)
YRShort-lived: Short-lived productsを生産する際の歩留まり率; 1.0
DRShort-lived: Short-lived productsの分解速度; -0.347(紙の半減期を2年とした場合の推定係数)
CEWoodProductsDecompose t: t年後に、風倒木から作られた木材製品が廃棄されることによって放出される炭素量

C. LCAの詳細
1. 施業、長寿命木材製品生産、短寿命木材製品生産、運搬、製品生産過程での廃棄に伴うCO2排出量の推定

2. 木材製品の廃棄に伴うCO2排出量の推定
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D. 炭素蓄積のシミュレーション結果 E. LCAで推定した風倒後管理に伴うCO2排出量

実線: 全気候シナリオの平均値, 網掛け部: 気候シナリオ間での最大最小範囲

: 倒木残置 : 倒木搬出 : 倒木搬出&掻き起こし


