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出版にあたって 
 
 
 
 
地球環境研究センターでは，地球環境研究を担う国内外の多くの研究機関・研究者

と連携して長期のモニタリングや系統的なデータベースの整備などを進めるととも

に，国際的な地球環境研究プロジェクトの中核を担うべく体制を整備している． 
地球環境問題の中でも最も根源が深く，その影響が大きく，解決が容易でない地球

温暖化問題においても，多くの領域・分野においてモニタリングの実施やデータベー

スの整備，さらにはスーパーコンピュータを用いた将来予測に係わる研究を進めてい

る． 
本レポートは，地球温暖化の起因となる温室効果ガスの全球レベルでの動態把握の

ために，世界的に取り組まれている陸域生態系における二酸化炭素収支(フラックス)

観測手法の概要を，東アジア地域の陸域生態系の二酸化炭素フラックスの観測ネット

ワーク，AsiaFlux の運営委員会が取りまとめたものである． 
現在，わが国内を含めアジア・ユーラシア地域内でも，陸域生態系の二酸化炭素フ

ラックス観測研究が行われており，これらの観測研究を進める上で活用されることを

期待する． 
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1. はじめに 
 
 
 森林生態系の炭素固定能の定量的評価に対する政策的要請の高まりと炭素循環の科学的な解明を

目指す国際共同研究推進の両面から，「二酸化炭素の放出源・吸収源の空間的・時間的な変動」の解

明が大きな課題となっている．この課題に答えるべく，大気と森林生態系間の二酸化炭素（CO2）

フラックスのタワー観測が世界の諸研究機関・諸大学で広く行われており，CO2 フラックスと気象

条件の関係，炭素収支の季節変化，年々変化が調べられている．タワー観測の測定項目としては，

後述するように大気と森林生態系間の CO2フラックス，CO2濃度高度分布の他に熱や水蒸気のフラ

ックス，気温・風・湿度・日射量等の気象条件がある．また，同じサイトで森林生物量，樹種・樹

冠高度，葉面積指数，土壌水分・温度，土壌・植物呼吸量，落葉や枯枝量とそれらの分解速度等も

併せて調べられている． 
各サイトにおける観測データの集積がすすむなかで，サイト毎の気候・植生による炭素収支の差

異や広域での炭素収支の空間変動を解明するために，フラックス観測・解析手法の情報交換，各サ

イトの観測データの相互利用などを目的として，数年前から CarboEurope（ヨーロッパ），

AmeriFlux（アメリカ），AsiaFlux（東アジア）等の地域フラックス測定ネットワークの活動が始ま

っている．同時に，このような諸地域フラックス測定ネットの協力の下に，世界的な規模でのデー

タ交換，データベース構築を目指す FLUXNET 計画が進められている． 
 1999 年 9 月に日本のフラックス研究者を中心として発足した AsiaFlux 運営委員会は，今までに

ホームページの開設，国際会議の開催，ニュースレターの発行などを行って，観測サイト・研究者

間の情報や研究成果の交換を中心にすすめてきた．最近，日本，韓国，中国などの協力のもとに，

東アジア地域での AsiaFlux の輪が急速に広がり，フラックス測定・解析手法の標準化とマニュアル

の整備，データの共有への要望が強まっている．さらに，観測データの蓄積が進む中でデータベー

ス化とその陸域生態系モデル，リモートセンシング解析手法の構築と検証への寄与が期待されてい

る． 
 このような動きのなかで，AsiaFlux 運営委員会では，観測成果のデータベース化とデータの共有

化を目指して，最前線のフラックス研究者の手になる，現時点での到達点を取りまとめたフラック

ス観測ガイドブックを作成することにした．このガイドブックは，現状でベストと思われるフラッ

クス観測現場で役立つ測定手法・解析手法を提示するもので，フラックス測定と解析の実際を中心

にデータの取りまとめの事例，データの管理とデータベース作成について取りまとめたものである． 
ここで，各章の内容を簡単に紹介する．第 2 章はタワー観測でのフラックス観測，気象観測の項目

とそのサイトでの炭素収支を考える上で必要な光合成，呼吸，土壌特性などの調査項目について目

的と測定手法の概略を述べる．第 3 章ではフラックス観測の中核である渦相関法によるフラックス

測定の実際について測器（オープンパス型とクローズドパス型）の紹介と測定原理，測器設置上の

注意，較正・検定方法，測器の応答・分解能，サンプリング周波数などデータ収録について詳述す

る．第 4 章では渦相関法によるフラックスの解析の実際が解析項目，ノイズ除去，トレンドの取り

扱い，超音波解析の各種補正，フラックス計算の各種補正（WPL；高周波減衰），サンプリング時

間，座標変換，スペクトル解析によるチェックの方法を詳述する．第 5 章では生態学的なフラック

ス測定法，植物純一次生産の測定法および数理モデルによる推定法について詳述する．第 6 章では

測定結果の解析事例として，誤差要因解析，エネルギーバランス，夜間安定時の補正，炭素収支（年

間，季節変化），GPP，NEE のパラメータ化について紹介する．第 7 章は測定データの管理，デー

タベース作成フォーマット，データ品質管理，欠損データの補完，データの公開の実際について紹
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介する． 
  本ガイドブックは AsiaFlux のフラックス観測関係者，および，今からフラックス測定を開始する

研究者，学生諸兄の手引き書としても活用されることを目的としており，ここに提示する観測現場

で測定手法，解析手法，誤差補正法などについて，修正点，新しい知見・手段が見つかった場合に

は，お教え願き，より良いものにしてゆきたい． 
なお，本ガイドブックは，世界のフラックス観測グループへの AsiaFlux の代表的・標準的手法と

して提示することも併せて目的としており，AsiaFlux の観測成果の共有を目指すデータベース作成

の基盤として役立ち，「二酸化炭素の放出源・吸収源の空間的・時間的な変動」の解明に貢献するこ

とを念願する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

執筆者：山本 晋（（独）産業技術総合研究所），AsiaFlux 運営委員長 
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2. 各種フラックスと関連因子の観測 
 
  ここでは，フラックスの長期観測を実施するにあたって必要な測定項目，すなわち，観測タワー

を中心とした大気関係の観測および観測地の生態関係の測定の概要について述べる．主な測定項目

について表 2.1 に示したが，これらの項目は観測の目的によって優先順位は異なる． 
 

表 2.1 フラックスサイトにおける測定項目 
                               

  測定対象   測定項目    測定方法と標準的測器  補正など留意事項 
運動量フラックス  渦相関法(3次元超音波風速計) 座標変換 

顕熱フラックス 渦相関法(超音波風速温度計) 横風･湿度補正(超音波のとき)

水蒸気フラックス 渦相関法(超音波風速計･赤外線ガス分析計)  

CO2フラックス 渦相関法(超音波風速計･赤外線ガス分析計) 密度変動補正(特にｵｰﾌﾟﾝﾊﾟｽ) 

乱流 

 

 

     

変動の大きさ 超音波風速温度計，赤外線ガス分析計  

風向風速分布 風向計,3杯風速計,2次元超音波風速計  

気温分布 通風温度計 

湿度分布 通風湿度計(容量型,乾湿計) 

相互較正 

 

平均勾配 

 

 

CO2濃度分布 赤外線ガス分析計(多高度切替え)  

太陽放射(下/上向き) 放射 

赤外放射(下/上向き) 

放射収支計(4成分型など), 

あるいは日射計,純放射計 

ドーム温度など補正 

 

降水  雨量,積雪量  

 
大気 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
気圧  気圧計  

土壌呼吸  チャンバー法,拡散法など        連続測定 

土壌水分  TDR  

土壌温度分布 測温抵抗体，熱電対 複数深さ 温  度 

表面温度            放射温度計  

土壌 

 

 

 

 熱流量  熱流板,温度分布  

葉面積指数 

葉面積密度 

キャノピーアナライザー,全天写真  

 

形 態 

 

枝･幹のバイオマス サンプリング,アロメトリー解析  

光合成量/呼吸量 
  (個葉,枝,幹） 

光合成蒸散測定装置,赤外線ガス分析計 
 (同化箱) 

 CO2交換 
 

気孔コンダクタンス 光合成蒸散測定装置,ポロメータ  

温度 葉面温度,樹木温度 放射温度計,熱電対  

蒸散    茎流量センサ,ヒ ー ト パ ル ス 法 ,光合成

蒸散測定装置 

 

光合成有効放射   光合成有効放射計  放射 

光合成有効光量子束密度 光量子センサ,全天写真  

枯死量,脱落量   リタートラップなど  

植物 

その他 

展葉,落葉    全天写真,キャノピーアナライザー  

 
2.1 大気観測 

 
  観測タワーを中心としたフラックス長期観測を行うのに必要な大気関係の測定には，各種フラッ

クス観測などの乱流観測，各種平均量とその鉛直分布の観測，そして，放射量や降水量などの観測
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が含まれる． 
 

2.1.1 乱流変動とフラックス 
 
  運動量，顕熱，潜熱，CO2 などの各フラックスは乱流変動を測定して渦相関法により求めること

が基本となる．渦相関法の詳細については第 3 章で，また解析や補正方法については第４章で詳述

する． 
 
・運動量フラックス（あるいはレイノルズ応力， wu ′′ρ ）：3 次元超音波風速計を用いて求める．こ

こで，u’と w’はそれぞれ風速の主風向成分と鉛直成分の変動値，ρは空気の密度である．この際

風速計ヘッドによる流れの変形を考慮して補正する必要が生じることがある（第 4 章を参照）．

流れに対する風速計の設置角度の補正のために座標変換を施す必要が生じるので，各風速の平均

値，変動の分散値，各風速成分間の共分散値も測定しておく． 
 
・顕熱フラックス（ θ′′ρwcp ）：超音波風速計の鉛直風速成分と温度変動の測定により求める．こ

こで，q’は温度の変動値，cp は空気の定圧比熱である．温度変動の測定は超音波温度計を用いる

場合は，横風と湿度に対する補正を加えなければならない．また，細線の熱電対や白金抵抗線を

用いる場合は，応答や日射の影響を検討する必要がある． 
 
・潜熱フラックス（λρ qw ′′ ）：超音波風速計の鉛直風速成分と湿度変動の測定により求める．こ

こで，λは蒸発の潜熱，q’は比湿変動である．湿度変動の測定は，オープンパスあるいはクロー

ズドパス型の赤外線ガス分析計を用いることを基本とする（これらの測器の取り扱いについては

第 3 章を参照）．オープンパス型では顕熱フラックスを同時に求めて密度変動補正の検討をする

必要がある．クローズドパス型では変動の減衰について検討をする必要がある．湿度変動測定に

容量型湿度計を用いる場合は，応答補正が必要となる． 
 
・CO2 フラックス（ cw ′′ ）：超音波風速計の鉛直風速成分と CO2 変動（c’）の測定により求める．

CO2 変動の測定はオープンパス（open-path）型，あるいは，クローズドパス（closed-path）型の

赤外線ガス分析計を用いる．オープンパス型の分析計を用いるときは，同時に顕熱フラックスと

潜熱フラックスを渦相関法で測定し，密度変動補正を施さなければならない．クローズドパス型

の分析計を用いるときは，密度変動補正が必要にならないような測定（第 3 章を参照）にするこ

とが望ましい．クローズドパス型では変動の減衰の補正を検討する必要がある． 
 
・その他の共分散の測定：平均流方向に対する座標変換を統計量計算後に実施する場合には， 

θ′′′′′′ uqucu ,,  などの共分散も同時に求めておくことが必要である． 
 
・変動の大きさの測定：各乱流変動の標準偏差， cqwvu σσσσσσ θ ,,,,, については，測定時に

計算しておく．このうち，風速変動の大きさについては，測器の傾きや地形の傾斜によって起こ

る平均風向の傾きに対して座標変換を行うために必要な量となる．温度，比湿，CO2 濃度の標準

偏差も変動の大きさのチェックに用いることが望ましい．例えば，それらスカラー量と鉛直風速

成分の相関係数は，フラックスが正しく計算されているかを見る目安として使用できる． 
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・スペクトルの測定：乱流の原データをそのまま保存することは量が膨大となり，再計算が困難と

なる場合もあるので，基本的な統計量はすべて測定時に計算しておくことが望ましい．ただし，

全てのパワースペクトル・コスペクトルを計算することが困難である場合は，ノイズや不良デー

タはスペクトル解析で発見できることが多いので，定期的にチェックをすることが必要である． 
 
・安定度：フラックスを測定すると同時に，Monin-Obukhov の長さ（L），あるいは，安定度のパラ

メーター 

       
3
*u
wkz

T
g

L
z θ′′

−=
 

を求めておくことが必要である．ここで，z は測定高（あるいは測定高から地面修正量を引いた

もの），gは重力の加速度，Tは層の平均温度，そして wuu ′′−=* （摩擦速度）である． 
 
・乱流計測における平均値：2.1.2 節で述べるプロファイル観測のほかに，乱流測器による平均値，

あるいは，その近くの高度の平均値も求めておく必要がある．すなわち，平均風向風速や平均鉛

直風速成分などは，座標変換の際の流線の傾きを求めるために必要である．また，平均温度は安

定度を求めるときに，平均比湿と平均 CO2濃度は密度変動補正を行うときに必要である． 
 

2.1.2 平均量とプロファイル 
 
  群落上のかなり高い位置から群落内部の地表面にかけて，風向風速，気温，湿度，CO2 濃度など

の平均量の鉛直分布（プロファイル）を連続的に観測しておくことが望ましい．プロファイルのデ

ータは群落内の貯熱量，CO2 貯留量を算定するのに必要であるほか，雨などで渦相関法のシステム

が稼動しない期間のフラックスを傾度法で補完するのに使用することもできる．プロファイル上端

の高度は森林などでは樹高の 2 倍程度以上，背の低い群落では群落上で鉛直勾配が小さくなる高さ

までカバーすることが望ましい．群落の上では少なくとも 2 高度，森林などの群落内では測定点は

多い方が良いが少なくとも群落頂部付近，葉が茂っている層，地面近くの層の 3 高度には設置する

のが良い．傾度の測定には測器の限界に近い精度や分解能が要求される．特に，温度，湿度，CO2

などは僅かな差を測定することになるので，定期的に同一高度に設置して相互の器差の較正として

振幅とバイアスについて行う必要がある． 
 
・風向風速分布：群落内では風速が極端に小さくなるので，2 次元の超音波風速計を用いるのが望ま

しい．なお，弱風でも起動する 3 杯風速計でも良いが，その場合は弱風では動いたりとまったり

するので，対象測定地点で超音波風速計などを用いて比較しておく必要がある．また，乱れの大

きいところでは，3 杯風速計の回り過ぎについても調べておく必要がある．風向については群落

内と群落上では異なるので，鉛直分布を観測するのが望ましいが，超音波風速計以外は群落内で

は困難と考えられる．超音波風速計を用いるときは，平均風速や平均風向がベクトル平均とスカ

ラー平均のどちらにするかを目的によって決める必要があるが，できれば両方を求めておく． 
 
・温度分布：平均温度の鉛直分布の測定は 2 重管の通風温度計を用いて行うことが望ましい．セン

サには測温抵抗体，あるいは，熱電対を用いる．通風速度は 3ms-1 以上に設定する必要がある．

安定度の詳細が必要なときは，各高度の相対精度は 0.01℃程度が要求される．放射除けの筒が水

平のタイプのものは，日射が入り込まない方向に設置する． 
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・湿度分布：平均湿度の鉛直分布の測定には，測定環境や保守の頻度によって使用する測器が異な

る．平均比湿の測定にクローズドパス型の赤外線ガス分析計を用いる場合は，各測定高度からチ

ューブで空気を引き電磁弁などで切り替えて，同一の分析計で測定するのが好ましい．ただし，

同じ長さにしてもチューブ内抵抗などの差によって値が異なることがあるので，同一高度の較正

を行っておく必要がある．チューブ内には雨滴が入らないよう，また，温度の変化によって途中

で凝結が起こらないよう高温に保つ必要がある．露点温度計を用いる場合も同様の注意が要る． 
通風乾湿計を用いる場合は湿球の保守，すなわち，湿りの程度が一定に保たれることと，ガー

ゼなどの汚れが発生しないうちに取り替えること，が重要である．一般に，湿球の互換性が乏し

いので同一高度の較正が必要となる．また，湿球が凍結する場所では使わない方が良い．容量型

湿度計は相対湿度を測定するものであるが，これを用いる場合は感部にごみや浮遊粒子がつかな

いように防護幕を用いる必要がある．このセンサも通風筒に入れる必要がある． 
 
・CO2 分布：平均 CO2 濃度の鉛直分布はクローズドパス型の赤外線ガス分析計を用いる．各測定高

度からチューブで空気を引き電磁弁などで切り替えて，同一の分析計で測定する方法を用いるが，

同じ長さにしてもチューブ内抵抗などの差によって値が異なることがあるので，標準ガスを用い

た較正を定期的に行う必要がある．空気取り入れ口は雨滴やごみが入らないような形状とする． 
  赤外線ガス分析計は CO2 と水蒸気が同時に測れるものが多いが，CO2 濃度に重点を置く場合は，

除湿器を用いて水蒸気の影響や結露を防ぐことが多い． 
 

2.1.3 放射量 
 
 放射量の観測は，上からの短波放射（太陽放射），短波放射の群落による反射，大気からの長波

放射（赤外放射），植生からの長波放射の 4 成分を個別に測定する．4 成分が一体化している放射

計もある．赤外放射の測定にはドームの温度を同時に測定して補正する必要がある．放射の測定は

タワーの頂部で行い，日射計に影ができる時間帯がないようにする．日射計以外はタワーから少し

離して設置する．放射計のドームへの結露や霜は誤差の大きな原因となるので，側面からの加熱や

強制通風が必要となる場合がある．4 成分の測定が困難なときは，全天日射量と純放射量の測定の

みでも有効である．その他，光合成有効放射や光量子束密度も可能な範囲で測定することが望まし

い． 
 なお、群落の中での放射の減衰についても，少なくとも林床などでは測定することが望ましい．  

 
2.1.4 降水量 

 
 降水量の観測，特に群落によって遮断されない場所での自動観測は不可欠である．転倒マス型の

雨量計を用いるのが一般的であるが，降雪については捕捉率が悪く，過小評価になりやすい．降雪

があるところでは，自動の積雪計の設置が望ましい．降雨が激しいときは超音波風速計やオープン

パス型ガス分析計が正しく作動しないので，その判断のためにも使用できる．森林内の降水量につ

いても目的に応じて，林内降水，樹幹流などの測定を行う． 
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2.2 土壌観測 
 
2.2.1 土壌呼吸 

 
   土壌呼吸量はいくつかの方法によって測定されるが，大別すると，土壌表面上でチャンバーを用

いる方法と土壌中での CO2 移動を求める拡散法とがある．チャンバー法の中にも様々な方法があり，

大きく分けて，閉鎖法と通気法とに分けられる．閉鎖法は土壌面にかぶせたチャンバー内の濃度の

時間変化を計って，土壌からの放出量を求めるものであるが， 近は連続観測を可能とするため自

動的に開閉するものも開発されている．これに対して，通気法はチャンバーに外気を通気してその

入口と出口の濃度差と通気速度から求めるもので，ある程度の連続測定が可能である．チャンバー

法は 近ではオープントップのものも有効性が検討されている． 
拡散法は土壌空気の CO2 濃度の鉛直勾配とガス拡散係数から呼吸速度を求める方法である．濃度

勾配は土壌空気を吸引してきたり，あるいは，土壌中に小型のガス分析計を埋めたりして，連続観

測が行われる．拡散係数は室内などで対象土壌について求めておく必要がある．その他，微気象学

的方法なども用いられるが，地表から少し離れたところの値となるために，下層の植生の活動が混

入して土壌呼吸そのものの測定にはならない恐れがある． 
いずれの方法を用いるにしても，フラックスサイトにおいての土壌呼吸量は連続測定を行うこと

が必要である．また，群落内では数点で測定を行って空間的に代表的な値をなければならない．ま

た，同時に土壌呼吸量を大きく左右する地温や土壌水分も測定しておく必要がある．なお，土壌呼

吸量の測定については第 5 章に詳述する． 
 

2.2.2 土壌水分 
 
   土壌水分は植物の活性や土壌呼吸量に大きく影響を与えるので，測定することが望ましい．土壌

水分計にはいくつかの種類があるが，含水率を測定する場合は，土壌中の電磁波の伝達速度を測定

する TDR（Time Domain Reflectometry）を用いるのが一般的である．あるいは，土壌の水ポテンシ

ャルを測定する場合は，ポーラスカップと圧力センサを組み合わせたテンシオメーターが利用され

る．いずれの場合も，自動的に連続して測定する方法を用いることが望ましい（第 5 章を参照）．  
 

2.2.3 土壌温度と地中熱流量 
 

土壌温度は土壌呼吸量を支配するので連続して測定することが望ましい．温度計としては，測温

抵抗体，熱電対，サーミスタ温度計などが用いられる．できれば，地表面の極近くから日変化がな

くなる深さまで複数の深さに埋設したほうが良い． 
 
 
2.3 植物測定（生態測定については第 5 章に詳述する．） 
 
2.3.1 群落の形体とフェノロジー 

 
  林床における葉面積指数（LAI）や群落の葉面積密度（LAD）の鉛直分布は，プラントキャノピ

ーアナライザーなどを用いて定期的に測定する．展葉，落葉などの状態も記録しておく．できれば
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画像の記録も併用することが望ましい． 
 

2.3.2 炭素交換 
 

・光合成量と呼吸量：個葉あるいは複数の葉についての単位葉面積あたりの CO2 吸収量，あるいは，

放出量はチャンバー（同化箱）を用いて測定する．対象とする葉を挟んだチャンバーに入る空気

と出る空気の CO2 濃度差から，光合成速度，あるいは，呼吸速度を求める．同時に，光の照射量

（光合成有効放射量あるいは光量子束密度），流量，温度，湿度の測定が必要となる．現在は，

市販の携帯型のガス交換測定機器を用いることが多い．人工光を照射する場合と自然光で測定す

る場合とがある．この測定により，光強度，温度，CO2 濃度と光合成量の関係が各時刻に様々な

位置の葉に対して得ることができる．葉のほか，茎，幹や根の CO2交換も測定することもある． 
 
・枯死・脱落量および他の炭素循環：群落内地上部の枯死量や脱落量の測定には，落下する葉や茎

などを直接に袋状のネットで受けて捕えるリタートラップ法が用いられる．また，有機物分解量

もネットで捕えられた枯死体の重量変化により求められる． 
 

以上の生態学的観測から，対象としている群落の総一次生産量（GPP），消費量（呼吸量；R）
や純一次生産量（NPP＝GPP－R）などを求めることができる． 

 
2.3.3 その他の測定 

 
  葉温や樹木温度とその分布などについても測定しておけば，群落貯熱量や光合成量との関係を求

める際に有益である．樹冠の温度は場所によって大きく異なるので，サーモグラフなどでその分布

を求めるのが理想的であるが，放射温度計をスキャンする方法もある．それができないときは，予

め，代表的な表面温度を示すターゲットを決めておいて連続記録をとる．また，樹幹内蒸散流の測

定として，熱収支法によるサップ流量やヒートパルスによる流速を測定しておくと水循環のモデル

化に有効である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   執筆者：文字信貴（大阪府立大学大学院農学生命科学研究科） 
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3. 渦相関法によるフラックス測定の実際 
 

 
3.1 測器と測定原理 
 
ここでは，渦相関法に必要な風速，気温，CO2 密度，および，湿度（水蒸気密度）の乱流変動を

測定するための測器について解説する． 
 
3.1.1 風速変動 
 
渦相関法に用いる風速計には，風速の 3 次元成分（u，v，w）を 10 Hz 以上の高速で測定する性能

が要求される．なかでも特に重要な鉛直風速（w）は水平風速（u，v）に比べて小さいので，弱風を

精度良く測定できることが必要である．野外での連続観測では，測器の高い耐候性と長期安定性が

不可欠になる．これらの条件を全て満たす測器は，現在のところ超音波風速計のみである．従って，

フラックス観測に渦相関法を適用する場合，風速変動の測定には超音波風速計を用いる． 
超音波風速計は，音波（超音波）が空気中を伝播する速度が風速によって変化することを利用し

て，発信部と受信部の間の音波の到達時間を測定し，風速に変換する．具体的には，それぞれ送信

器と受信器を内蔵した 1 対の音響素子（送受信器）を対向させ，交互に音波パルスを発信・受信す

る（図 3.1）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
送受信器間（パス）の距離（スパン）を d（m），風下側および風上側への到達時間をそれぞれ t1，

t2（s）とすると，風速のパス方向の成分 Vd（m s-1）は次式から計算することができる． 
 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

21

11
2 tt
dVd                                                    （3.1） 

 
このように求めた Vdはパスの平均値であり，スパンより小さな渦は平滑化（line averaging）され

てしまう．超音波風速計の応答はスパンに依存し，スパンが短いほど応答特性は向上するが，逆に

測定部（プローブ）による風の乱れ（flow distortion）が増大する．フラックス観測では，スパンが

0.1～0.2 m のプローブが使用されている．なお，プローブの風速への影響と補正法に関しては第 4
章で詳述する． 
市販の 3 次元超音波風速計は，3 対の送受信器をもつプローブとデータ変換（処理）器から構成

される． 近は，プローブと変換器が一体となった小型のものも普及してきた．また，アナログ/デ
ジタル変換器（A/D 変換器）を内蔵し，他の測器のアナログ信号（例えば湿度変動）を入力して，

風速の信号と同期させてデジタル出力できるものもある．プローブの形状は，送受信器の 3 次元配

図 3.1 超音波風速計の測定原理
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置と支持材の位置により決まり，機種によって異なる（図 3.2）．これらは，w を直接測定するタイ

プ（1，3，5）とベクトル合成により w を計算するタイプ（2，4，6）に大別できる．後者のタイプ

は，水平方向に障害物が少なく，風の乱れを小さくするために工夫されたものであるが，フラック

ス観測にとって重要な w を得るのに，3 方向の風速成分を必要とする．つまり，3 組のプローブのう

ちどれか 1 組でも不調になると，w が得られないという欠点をもつ．また，1）のプローブは，水平

軸が 120°開いており，この範囲内の風向に対してはプローブの影響が小さい．このタイプは，風

向が安定し，主風向に合わせて開口部の向きを回転できるシステムに適している．一方，3）と 5）
のプローブは，風の乱れを抑えて w の測定精度を向上させるために，w の測定パスを独立させたも

のである．しかし，水平風と鉛直風の測定高度が異なるため，渦のスケールの小さい地表面近くで

は，このタイプの使用は避けるべきである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図 3..2 超音波風速計のプローブの形状 

                   1～3：（株）カイジョーのカタログ 

                       4  ：Gill 社の HP （http://www.gill.co.uk） 

                                       5   ：Kaimal and Finnigan （1994） 

                                       6   ：Campbell 社のマニュアル 

 

3.1.2 気温変動 
 
超音波風速計で測定される音速 c（m s-1）を利用して，次式を用いて気温変動を求めることができ

る． 
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⎛ +=                                         （3.3） 

 
ここで，T は気温（K），e は水蒸気圧（hPa），P は大気圧（hPa）であり，Tvは音仮温度とよば

れる．多くの超音波風速計は c，あるいは，Tvの変動を出力することが可能であり，超音波風速温度

計（Sonic Anemometer Thermometer；SAT）と呼ばれることもある．しかし，測定されるのは Tvであ

り，実際の気温を求めるには湿度の影響を除外する必要がある．また，パスに垂直な風速成分（横

風）の影響も考慮する必要がある．これらの補正法に関しては，第 4 章で詳述する． 
超音波風速計のほかには，測温抵抗体，熱電対，サーミスタ温度計を用いることができる．しか

し，風を乱す原因となる放射除けを使用することができないので，放射の影響を受けず，良好な応

答を得るために，感部を非常に細くしなければならない．測温抵抗体では直径 12.5μm，熱電対で

は 25～50μm のものが使われる．これらのセンサは，感部が繊細で強風や降雨によって破損しやす

く，また劣化の問題もあるため，保守に十分注意する必要がある． 
 

3.1.3 赤外線 CO2・水蒸気分析計 
 

CO2 と水蒸気の測定には，赤外線の吸収を利用した分析計が用いられる．いくつかの製品が市販

されており，近赤外域における CO2 と水蒸気に固有の吸収波長（CO2：4.3μm，水蒸気：2.6μm）

を利用することにより，CO2 と水蒸気の密度（あるいはモル濃度）を同時に測定できる．具体的に

は，光源と受光部の間（パス）の放射吸収率を測定し，得られた値から対象気体の密度を計算する．

測定法は，パスの配置によりオープンパス型とクローズドパス型に大別される． 
オープンパス型は，超音波風速計のようにパスを露出させたもので，10 Hz 以上の高速で CO2 と

水蒸気の密度を測定することが可能であり，原理的に渦相関法に も適した方法であり，変動計と

呼ばれる．代表的な市販品は，Li-Cor 社（米国）の LI-7500（スパン 0.12 m），Data Design 社（米国）

の OP-2（0.20 m），アドバネット社の E009B（0.20 m）である．LI-7500 と OP-2 のプローブの模式

図を図 3.3，図 3.4 にそれぞれ示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図 3.3 LI-7500 のプローブ（カタログより） 図 3.4 OP-2 のプローブ（マニュアルより）
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LI-7500 のプローブは，赤外線光源，検出器，４種類のバンドパスフィルターがセットされたチョ

ッパー，レンズ，窓などからなる．フィルターの中心波長は，CO2と水蒸気の吸収波長（4.26，2.59
μm）と吸収のない参照波長（2.40μm，3.95μm）である．高速（9000 rpm）で回転するチョッパー

によって，これらのフィルターが順次パスを横切り，フィルターを透過した放射強度が検出器で順

に測定される．参照波長と吸収波長の透過放射強度の比が透過率となり，この比を１から引くこと

により吸収率が算出される．得られた吸収率を関係式（較正曲線）に代入し，さらに大気圧で補正

して CO2と水蒸気の密度（mg m-3，m mol m-3）が得られる．OP-2 と E009B の測定方式も同様であ

るが， も新しい機種である LI-7500 の出力が も安定している．なお OP-2 は，分解能を向上させ

るために，プローブの両端にミラーを置き，赤外線を 2 往復させることで実質的なスパンを 0.8 m
に延ばしている． 
クローズドパス型は，空気を装置の内部（セル）に導入して測定を行うもので，分析計本体に非

分散型赤外線分析計（NDIR）を用いている．分析計本体以外にエアポンプやサンプリングチューブ

などが必要になる．チューブ内での変動の減衰などのため，オープンパス方式に比べて応答が悪い．

しかし，測器の安定性が高いため，フラックス観測に多く用いられてきた．様々な分析計が市販さ

れているが，渦相関法に使われる代表的な機種は，応答性，安定性などに優れた Li-Cor 社の LI-6262
とその後継の LI-7000 である．図 3.5 に LI-6262 の内部構造を示す． 
分析計の内部には，測定（sample）セルと参照（reference）セルがある．測定セルには測定対象の

空気を一定速度で流し，参照セルには CO2と水蒸気を薬品（ソーダライム，過塩素酸マグネシウム）

で除去した空気を封入するか，それらを含まない N2 ガス（あるいは N2＋O2 ガス）を一定流量で通

気する．光源から射出された赤外線は，高速で回転するシャッターによって，2 つのセルに交互に

進入する．セルを透過した赤外線は 2 方向へ分岐され，中心波長 2.6，4.3μm のバンドパスフィル

ターを透過後，それぞれ検出器により放射強度が測定される．測定セルと参照セルの透過放射強度

の比から，CO2 と水蒸気の吸収波長における透過率がそれぞれ算出される．それらの値を関係式（較

正曲線）に代入し，さらに，セル内の圧力と温度で補正することにより CO2と水蒸気のモル濃度（μ

mol mol-1，m mol mol-1）が得られる．LI-7000 の測定方式も同様であるが，LI-6262 に比べて，①ノ

イズおよびドリフトの低減，②A/D 変換器の向上，③測定速度が上昇，④ 大通気流量が増加，⑤

セルの掃除が可能，などが改良された．  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 3.5 LI-6262 の内部構造(マニュアルより) 
 

3.1.4 湿度変動 
 
湿度の乱流変動は，前述の赤外線ガス分析計以外に，水蒸気による紫外線の吸収を利用した湿度

計，あるいは，細線熱電対を利用した乾湿球温度計を用いて測定することができる．しかし，乾湿

球温度計で乱流変動を測定する場合には，露出される湿球の汚れや水の補給のために頻繁な保守作
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業が必要である．そのため，乾湿球温度計は長期のフラックス観測には向いていない． 
紫外線を利用した湿度計には，光源に水素放電管を利用したもの（Lyman-α湿度計）とクリプト

ン球を利用したもの（クリプトン湿度計，市販品は Campbell 社（米国）の KH20）がある．これら

はオープンパス型である．紫外線は赤外線に比べて水蒸気による吸収が大きいため，スパンを短く

することができる（2～3 cm 程度）．しかし，Lyman-α湿度計は光源の寿命が短く，安定性に問題

がある．クリプトン湿度計では，これらの問題点が改良されているが，水蒸気密度を求めるのに気

温と相対湿度の平均値が必要である． 
 
 
3.2 オープンパス型とクローズドパス型の分析計を用いた観測システムの比較 
 
オープンパス型とクローズドパス型の分析計をフラックス観測に用いる場合，設置方法，較正方

法，フラックス計算方法などにさまざまな違いがある．そこで，観測を行う際には両者の利点と欠

点をよく理解して，それぞれの観測現場に も適した分析計を選ぶことが大切である． 
以下では，設置方法，較正方法，周波数応答特性などについてオープンパス型とクローズドパス

型の違いを示す．オープンパス型とクローズドパス型を用いた場合のフラックス計算方法について

は，第 4 章で具体的に解説しているので参照されたい． 
 

3.2.1 設置方法 
 
タワー観測では，タワー本体およびタワーに取り付けられた機器類などにより，風の大きな乱れ

が生じることがある．風の乱れによる観測誤差を許容範囲内に抑えるためには，超音波風速計など

のフラックスセンサの設置に関していくつかの注意事項がある．確立した指針はないが，Kaimal and 
Finnigan（1994）の議論を要約すると次のようになる． 

 
  ① タワーの直接的な影響を避けるため，タワーのトップから細いポールをタワーの幅の 3 倍以 
    上高く伸ばし，その先端にセンサを設置するのが良い． 
  ② タワーの途中に設置しなければならないときは，タワーから風上方向に水平にブームを伸ば 
    し，タワーの 大幅より 1.5 倍以上離れたとこにセンサを設置する． 
  ③ タワーの風下側は後流（wake）の影響を強く受けるため，タワーを通過する方向と安全のた 
    めにその両側 30°の範囲に含まれる風向のデータを除外する． 
  ④ センサの上下，および，風下方向に，変換器や格納箱などの障害物を置かない． 
 
実際には，これらの条件を全て満足することは困難な場合が多いが， 大限努力すべきであろう． 
超音波風速計の設置に関しては水平調節が重要である．プローブの傾きが誤差の原因となるため，

水準器を用いて慎重に調節する．しかし，プローブをブームの先端に取り付けると，微妙な水平調

節が難しいことがある．そのような場合には，プローブの台座に 2 次元の傾斜計を取り付け，傾斜

角を測定しておくと，後でプローブの傾きを補正することができる（第 4 章を参照）．なお，設置

の前にプローブを箱などで覆い，風速出力のゼロを確認しておくのが良い． 
オープンパス型変動計を用いる場合，測定ヘッドを超音波風速計のプローブと同高度に設置する

（図 3.6）．その際，ヘッド部が超音波風速計を通る風を乱すことのないよう注意するとともに，風

速計の中心部とヘッド部の間の距離をなるべく短くすることが望ましい．風速計と測定ヘッドが離
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れるにしたがい，コスペクトルの高周波成分が減衰し，フラックスが過小評価になってしまう．セ

ンサ（パス）間の距離に起因する誤差については，伝達関数を用いた補正法が提示されている（Kaimal 
et al. 1972，Moore 1986）．測定ヘッド部からは，信号ケーブルを延ばし，変換ユニットなどを経て

データ収録装置へ信号を送る．オープンパス型は現場への設置が簡単である．また，消費電力が小

さい（LI-7500 では 10～30W）ことから，電源容量の小さい遠隔地でも利用することができる．ただ

し，オープンパス型は測定ヘッド部に風雨が直接あたるため，降水・降雪中は出力信号が乱れて正

常な測定ができないことが多い．そのため，設置においては測定ヘッドを傾ける必要がある．これ

は，主に降雨や結露の水滴がパスの下側の窓の上から滑り落ちやすくするためである（図 3.3）．窓

面に自動車の窓ガラス用の水滴防止剤を塗布しておくと，さらに効果的である．また，測定ヘッド

を傾けることにより，窓面への直達日射の照射にともなう誤差を防ぐこともできる．直達日射によ

る誤差は，水蒸気よりも CO2 の測定において大きい．このような理由から，北半球では北側に，南

半球では南側に測定ヘッドを傾ける必要がある．検出器と光源の両方がパスの下側に配置されてい

る OP-2（図 3.4）では，直達日射による非常に大きな誤差が現われることがある．LI-7500（図 3.3）
では，パスと直達日射の間の角度を 45°以上に保つことが推奨されている．それにしたがうと，北

緯 40°では 28°以上，赤道上では 68°以上，それぞれプローブを天頂から傾けなければならない． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クローズドパス型を用いる場合は，オープンパス型に比べて装置が複雑になる．まず，空気取り

入れ口を超音波風速計プローブの近傍に固定し（図 3.6 を参照），分析計へ空気を送るための配管

を設置する．分析計はポンプやガス切り替え装置とともに収納箱や小屋の中に設置する．クローズ

ドパス型ではチューブを使って空気を引くため，風速の時系列に比べて CO2 や水蒸気の密度変動の

時系列に時間的な遅れが生じる．時間遅れについてはデータを取得した後で補正しなければならな

い（4.4.2 節を参照）．また，チューブを通過する際に密度変動の高周波成分に減衰が生じるため，

必要であればデータ取得後にスペクトルに対する補正を行う（4.9 節を参照）． 
クローズドパス型では，温度制御された場所に分析計を置くことができるため，天候によらず動

作を安定に保つことができるという利点がある．また，CO2 の標準ガスを分析計に定期的に流す設

定を行うことにより，CO2 濃度の絶対値をあるレベルの精度で連続的に計測することが可能である．

この場合の精度は，大気中 CO2 のバックグラウンド濃度測定などに用いられる精度より一桁以上低

いが，植物群落内の CO2貯留量の変化を計算することは可能なレベルである． 
森林など背の高い群落上でクローズドパス型を用いる場合，分析計を観測タワーの途中に設置す

↓OP2

図 3.6 超音波風速計のプローブ（KAIJO， 
DA600）とオープンパス型分析計のヘッ

ド部（Li-Cor 社；LI-7500，DDG 社；OP-2）
の設置例． 
超音波風速計のプローブには，クローズドパス

方式のための空気取入口とチューブが設置され

ている（国環研苫小牧フラックスリサーチサイ

トにおいて撮影）．

空気取入口↓ 

LI7500

↓DA600 

 OP2 
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る場合と林床に設置する場合がある．前者はチューブの長さを数 m 程度に抑えることができるが，

後者は群落の高さより長いチューブを必要とする．チューブを用いるために生じる遅れ時間は，長

さ数 m 以下のチューブで 1～2 秒，35 m では 4～6 秒になる．チューブの中の流れは，層流状態より

乱流状態の方が高周波成分の減衰を抑えることができるので，レイノルズ数を上げるために，6～10 
l min-1 という大流量で空気を流す場合が多い．また，特別に長いチューブを用いる場合，20～50 l 
min-1 でタワーから分析計の直前まで空気を引き，その一部を分岐して分析計に流すこともある． 

ポンプは分析計の上流側に置く場合と下流側に置く場合がある．チューブが長く大流量を必要と

する場合，パワーのあるポンプを上流側に置くことが多い．一方，チューブが短い場合，ポンプに

よって生じる圧力変動を抑える目的で下流側に設置することがある．いずれの場合も，分析計のセ

ル圧は大気圧と異なるから，フラックスを計算する際には気圧補正を必要とする．チューブの途中

にはチューブや分析計の汚れを防ぐ目的でフィルターをつけ，時々これを交換する．また，結露を

防ぐにはチューブや分析計の収納箱にヒーターを取り付け，外気に比べて高温に保つことも効果的

である． 
 

3.2.2 較正方法 
 
水蒸気に対する分析計出力の較正（キャリブレーション）には，オープンパス型とクローズドパ

ス型で同様の方法を用いる．すなわち，フラックスの測定高度に湿度の絶対値を安定に測定できる

センサを設置し，低周波領域でデータを比較する． 
CO2 出力の較正方法は，オープンパス型とクローズドパス型で異なる．まず，オープンパス型で

は，シリンダーなどをかぶせて密閉した測定ヘッド部へ，濃度の異なる標準ガスを順に流して出力

を調べる．この方法では，無人で自動較正を行うことはできない．しかし，フラックスの測定高度

で CO2 濃度の平均値が別途測定されている場合には，水蒸気出力に対する較正と同様，CO2 につい

ても低周波領域でオープンパス型分析計の出力を較正することができる．一方，クローズドパス型

では，タイマーや電磁弁を使って複数の標準ガスを分析計に定期的に流し，較正を行うように設計

することができる． 
なお，CO2 と水蒸気を同時に測定する場合，分析計によって相互感度の大きいものがあるから注

意が必要である．相互感度とは，CO2 出力の水蒸気に対する感度，または，水蒸気出力の CO2 に対

する感度であり，問題となるのは前者である．詳細については Leuning and King（1992），Leuning and 
Judd（1996）などを参照されたい． 

 
3.2.3 周波数応答 
 

オープンパス型は，一般に渦相関法でフラックスを測定する目的に対して十分に高い周波数応答

特性を持っている．このため，高周波成分の欠落について心配する必要はない．ただし，設置する

際に変動計のヘッド部と超音波風速計プローブとの間の距離が長いと，風速と気体密度の変動の相

関が高周波域で悪くなる．そこで，ヘッド間の距離は相互に流れを妨げない範囲で，できるだけ短

くするよう注意すべきである． 
クローズドパス型もオープンパス型と同様，空気取り入れ口と超音波風速計プローブの距離をで

きるだけ短く設置するよう心がける必要がある．また，クローズドパス型の測器自体の応答速度は

一般にオープンパス型に比べて低いうえ，チューブを使って空気を引く影響で，高周波成分にいく

らか欠損が生じる．ここで測器自体の応答速度の影響は，例えば，Li-Cor 社の LI-6262 では流量に
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もよるが 0.5～1Hz より高い周波数域にあらわれるため，特に高い周波数域を必要とする場合を除い

て，通常の観測ではあまり深刻な問題にはならない．一方，チューブによる減衰は，クローズドパ

ス型で も問題になる点である．高周波の減衰量は，チューブの長さ，半径，流量などによって変

化する．チューブはできるだけ短く（できれば数 m 以内），分析計に流す流量はできるだけ大きく

（ただし，LI-6262 では流量の上限は 10 l min-1と定められている）することが望ましい． 
 

3.2.4 同高度検定 
 

長期観測を開始するにあたって，オープンパス型とクローズドパス型の装置を同高度に並べて設

置し，両者の結果を比較することは有意義である．第一に，クローズドパス型にとっては，装置の

高周波応答特性をチェックし，高周波域での欠損量を見積もることが可能になる．第二に，オープ

ンパス型にとっては低周波域で水蒸気や CO2 の濃度変動をクローズドパス型と比べることにより，

出力信号の絶対値や時間的な安定性について確認することが可能になる．なお，これまでの研究に

より，天気が良く，CO2・水蒸気のフラックスが大きい条件下では，オープンパス型とクローズドパ

ス型によるフラックス測定結果は概ね一致することが確認されているが，降水中に発生する異常値

をどのように除去すべきか，降水中や降水直後のデータをどこまで信頼できるかといった点につい

ては，まだ十分な比較検討が行われていない． 
 

3.2.5 オープンパス型とクローズドパス型の利点と欠点 
 

オープンパス型とクローズドパス型の分析計の利点を以下に簡単にまとめる． 
オープンパス型の利点は， 
 ① 装置がシンプルで軽く，設置が楽である． 
 ② 電力消費量が少ない． 
 ③ 風速の時系列と気体密度の時系列との間に時間差がほとんど生じない． 
 ④ 高周波成分の減衰の影響を無視できる． 
一方，クローズドパス型の利点は， 
 ① 分析計の動作と出力信号が長期間安定しており，欠測率が低い． 
 ② CO2濃度について無人で定期的なキャリブレーションが可能であり，ある程度の精度で 
    CO2濃度の絶対値を測定することができる． 
 ③ 空気密度変動に関する補正（WPL 補正；4.2.3 節を参照）値がオープンパス型に比べて小さい． 
  
総合的に見ると，オープンパス型の方が設置の簡単さや測定原理に忠実という面で優れているが，

信号の安定性や欠測率の低さの面ではクローズドパス型の方が優れていると考えられる．いずれの

方法を選択するにしても，現在のところフラックス観測方法そのものに，まだ多くの技術的な問題

があることを認識し，スペクトル，熱収支，夜間のフラックスなどをよく調べて観測結果の妥当性

を検討することが必要不可欠である． 
 
 

3.3 データ収録装置 
 
渦相関法で連続観測を行う場合，測器から出力される信号を連続的に収録し保存するためのデー
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タ収録装置が必要である．データ収録装置には，一般にパソコンを使う方法，市販のデータロガー

を使う方法，データロガーとパソコンを併用する方法などがある．どの方法が適切であるかは，そ

れぞれの観測現場の状況によって異なる．現場の状況とは，例えば，利用できる電源の種類（交流，

直流）と容量，データ回収の頻度や方法，必要とするデータ記憶容量，電話回線や LAN などの通信

機能を利用するかどうかなどである．また，データ収録装置の仕様を決めるために必要となる情報

は，例えば，測器の出力信号としてアナログ出力をとるかデジタル出力をとるか，サンプリング周

波数やデータの分解能，出力信号のレンジなどである．さらに，データ収録を安定して継続するた

めに，停電対策，ノイズ対策，故障が発生したときの対応方法などについて検討しておくことも大

事である．これらの内容について以下に簡単に説明する．なお，データ収録方法については 4.1 節

に解説しているので参照されたい． 
 

3.3.1 データ収録装置の種類  
 

近では，多くの測器にアナログ出力とデジタル出力の両方が装備されており，片方または両方

の出力信号をデータ収録装置に送ることができるようになっている．以下に，測器のアナログ出力

を記録する場合とデジタル出力を記録する場合に分けて，現在よく使われているデータ収録装置の

パターンをいくつか紹介する． 
 
（1）アナログ出力を記録する場合 

   これまで渦相関法の連続測定に広く用いられてきたのは，超音波風速計や赤外線ガス分析計と

いった複数の測器から出てくるアナログ電圧（電流）出力信号を，一台の A/D 変換器に入力し，

全ての信号を同時にデジタル信号に変換して収録するという方法である．この方法には，大きく

分けて以下の 3 種類がある． 
 
 a）パソコンと，パソコン内蔵型または外置型の A/D 変換器を使う方法 
  パソコンに内蔵，または，外付けするための A/D 変換器には，チャンネル数や分解能の異な

る様々な機種のものが市販されているので，用途に応じて選択することができる．例えば，デ

スクトップ型パソコンに内蔵して使う A/D 変換ボード，ノート型パソコンの PC カードスロッ

トに入れることのできるカード型 A/D 変換器，あるいは，外置き型の A/D 変換器などである．

パソコンと A/D 変換器を使う方法の利点は，データを収録すると同時にパソコン上のプログラ

ムを使って自由に計算をしたり，ディスプレイ上に図を描いたりできること，パソコンの持つ

通信機能などを利用できることなどである．不便な点は，A/D 変換器の入力信号レンジが多く

の機種では一定（±1V，±5V など）であり，チャンネルごとに異なるレンジを使うことができ

ないことである．チャンネル数は，一般に 8チャンネルや 16チャンネルのものがよく使われる． 
 
 b）市販の高速データロガーを使う方法 

   データロガーには応答速度の低いものから高いものまでいろいろあるが，近年では，渦相関

法でよく使われる 10～20 Hz より高い周波数で連続記録することのできる高速データロガーが

各種市販されている．このようなデータロガーには，光磁気ディスクや磁気テープ，交換型ハ

ードディスクといった大容量の記憶媒体を内蔵するタイプのものがあり（TEAC 社；DR-M3，
LX-10 など），A/D 変換とデータ収録を１台の機械で行うことができるためにパソコンを使う

必要がない．このような高速ロガ―の利点は，チャンネルごとに電圧レンジを変えることがで
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きる点や，パソコン用のプログラムを作る必要がなく操作が楽という点である．ただし，高速

データロガーは一般に高価である． 
 
 c）データロガーとパソコンを併用する方法 

   市販されているデータロガーの中には，渦相関法に利用する上でサンプリング周波数は十分

であるが内蔵記憶容量が足りないという種類のものがある．その場合には，データロガーとパ

ソコンを併用し，データロガーで A/D 変換を行って，デジタルデータをパソコンに順次転送し

て収録するという方法をとることが可能である（KEYENCE 社；NR-1000，Campbell 社；CR10x，
CR23x など）．この方法はデータロガーの持つ便利な機能（電圧以外の信号入力，チャンネル

ごとに可変の入力レンジ，通信機能，プログラム機能など）を利用できる利点を持つ．特に，

Campbell 社の CR23x は，取得したデータについて相互相関を含む乱流統計量の計算を行うこと

ができるほか，電磁弁や温度調節器を制御するための電圧信号を出力させることができる便利

なプログラム機能を持つ．ただし，データロガーとパソコンを併用する場合，パソコンへのデ

ータ転送速度が不充分であると転送中にデータが欠落することがあるので注意すべきである

（特にシリアル通信の場合）． 
 
（2）デジタル出力を記録する場合 

  測器のデジタル出力信号を収録する場合，ふつう測器とパソコンの RS232 シリアルポートを一

対一で接続し，デジタル出力データをパソコンへ転送して記録する．例えば，超音波風速計１台

だけを使う測定ではこの方法を使うことができる．複数の測器を使用する場合には，複数の出力

信号を同期させるための工夫が必要となる．また， 近市販されている超音波風速計や赤外分析

計には，他の測器の出力信号と自分の出力信号を一緒にデジタル出力する機能を持つものがある

のでそれを利用する方法もある．測器のデジタル出力を記録する方法の利点は，信号ケーブルが

長い場合もノイズに比較的強いことである． 
 
3.3.2 サンプリング周波数 
 
どの程度のサンプリング周波数で出力データを記録すればよいかは，どの程度高周波の変動まで

記録したいかによって決まる．一般に，周波数 f までの情報を記録するには，2f のサンプリング周

波数を必要とする（4.1 節を参照）．フラックスに寄与する乱流変動のスケールは，測定高度が低く

なるほど小さく（高周波に）なることから，測定高度の高い森林などの場合に比べて，測定高度の

低い草地などの場合の方が高いサンプリング周波数を必要とする．実際には，20 m を超える高い高

度で測定する場合のサンプリング周波数は 5～10Hz 程度，高度 2～5 m 程度の場合には 10～20 Hz 
程度の周波数がよく用いられる．より高い周波数で測定すれば，高周波成分の欠落を防ぐことがで

きるが，記録されるデータ量はより多くなる．長期間無人観測を行う場合には，記録されるデータ

量を低く抑えるために，サンプリング周波数をできるだけ低くしたい場合もある．そのような場合

には， 初に高めのサンプリング周波数で予備的な観測を行い，風速や安定度によってスペクトル

が変化する範囲を確かめた上で周波数を落とすようにすれば安全である． 

 
3.3.3 分解能 
 

アナログ信号をデジタル変換する場合，取得する全ての信号について測定精度と測定レンジを考
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えて，必要とする A/D 変換器の分解能を検討しておく必要がある．例えば，超音波風速計の気温デ

ータを測定する場合において，±50 ℃の温度レンジを±1V の電圧レンジで測定したいとする．こ

こで，もし 12 ビットの A/D 変換器を用いると，2V÷211＝0.000977 V すなわち 0.0488 ℃ が温度の

分解能になる（1 ビットを符号に使う場合）．ただし，実際の分解能は A/D 変換器本体の温度変化

やノイズにより，仕様に書かれた分解能より 1～2 ビット分くらい落ちることを想定しておいた方が

よい．一般的には 12 ビット以上の分解能を必要とする場合が多く，できれば 16 ビットのものを使

うことが望ましい． 
 

3.3.4 データ回収の方法と記憶容量 
 
長期観測を行う場合，サンプリング周波数，チャンネル数，データ回収の頻度などを考えて，デ

ータ収録装置の記憶容量がどの程度必要であるかを把握しておく必要がある． 近では交換可能な

ハードディスクのほか，光磁気ディスク，Jaz ディスク，PC カード，メモリカード，磁気テープと

いった様々な大容量の記憶媒体が以前に比べて安価で市販されているので，目的に合わせてデータ

の記録や回収に利用することができる．また，遠隔地で長期間無人観測を行う場合など，乱流変動

の生データを全て保存することが不可能で，一定時間間隔の乱流統計量を現場で計算して保存する

こともある．そのような場合も，観測開始時や集中観測のときに生データを解析して，データの記

録方法が適切であるかを随時確認することが大切である．さらに，遠隔地でも電話回線を利用でき

る場合には，高周波の生データを現場の記憶媒体に保存すると同時に，乱流統計量や各種気象デー

タの平均値を電話回線によって研究室へ転送することが可能である．この方法はパソコンやデータ

ロガー（Campbell 社；CR10x，CR23x など）を使って設定することが可能で，現場で発生する測器

のトラブルをより早く発見できる点で優れている． 
 
3.3.5 停電対策 
 
遠隔地の観測では，しばしば停電が発生する．特に，データ収録装置に商用電源を使っている場

合，停電によってデータの連続記録が止まったり，データが消えたりすることがあるので注意が必

要である．データ収録装置を DC バッテリーで駆動させたり，無停電電源をつけたりすれば，短時

間の停電には耐えることができる．長時間の停電に備えるためには，停電したときにデータ収録装

置が自動的にデータを保存し，復電したときに自動的にデータ回収を開始するような設定を行うな

どの工夫が必要である． 
 

3.3.6 ノイズ対策 
 

渦相関法は一般的な気象観測に比べて高いサンプリング周波数でデータを記録するため，実際に

現場で測定を始めてみると様々なノイズに悩まされることがある．ノイズの発生する場所は，測器

自身，測器とデータ収録装置をつなぐケーブル部分，A/D 変換部分などで，発生源には交流電源や

発電機，ポンプの脈動などがある． 
測器自身のノイズは，測器の周辺温度環境や水滴などの付着物の影響で発生することがある．ケ

ーブル部で発生するノイズは，アナログ電圧信号を長いケーブルで伝送する場合によく発生する．

A/D 変換部に発生するノイズは，A/D 変換器の周辺温度環境などの影響を受けることがある． 
対策としては，ノイズ発生源でノイズレベルを下げるのが も有効である．ノイズ発生を抑える
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手段としては，各種装置の使用環境を良好に保つこと（必要であれば通風，冷却，保温を施す），

良いアースをとること，ノイズ源になりうる装置（発電機や AC 電源ケーブルなど）を測器や信号

線からなるべく離すことなどである．また，長いケーブルを使う伝送には，一般に電圧より電流，

アナログよりデジタル信号を用いる方が，ノイズの影響を受けにくい．それでも高周波ノイズが発

生する場合には，A/D 変換器の直前にローパスフィルタを入れると改善することがある．ローパス

フィルタのカットオフ周波数（その周波数より高周波側の信号を強制的に減衰させる）は，渦相関

法では通常 10～20 Hz 程度とすることが多い．ローパスフィルタには様々な市販品を利用できるほ

か，電子回路に詳しい人なら抵抗やコンデンサを使って自作することもできる．いずれの場合も，

観測の前に信号のスペクトルを調べ，目的とする機能が正しく得られているかをよく確かめること

が重要である（4.4 節を参照）． 
 
 
3.4 観測機材の設置 
 
ここでは，観測場所と観測高度の決定，タワーの選定，および付帯機器・設備や電源の設置を行

うための方法についてそれぞれ説明する． 
 

3.4.1 観測の場所と高度 
 
（1）観測場所 
 手ごろな観測タワーがあるのでフラックス観測を始めるという動機もあるだろうが，ほとんど

の場合は，まず観測対象（生態系）を決め，それから適当な森林や草地などを探すことになる．

観測の場所と高さは，得られるデータの価値を左右する非常に重要な問題である．観測を開始し

てから観測点（サイト）を移動するには多大な労力が必要であるため，サイトの選定は慎重に行

わなければならない． 
   フラックス観測には，地形が平坦で，均質な植生が広がっている場所が理想的である．傾斜地

や起伏が大きな複雑地形でのフラックス観測も非常に重要な研究課題ではあるが，なるべく理想

的な条件のサイトを探すべきである．そのサイト（あるいは，地域）の気象データが利用できる

なら，卓越風の季節変化を調べ，生物活動の活発な時期にできるだけ長いフェッチ（風上側の吹

走距離）が取れる地点を設置場所（観測タワーを設置する場所）の候補とする．風の状況が不明

なときは，サイトの中央付近を候補地とする．さらに，道路（アクセス）や商用電源の利用条件

を考慮し，ギャップや地形の凹凸しているところを避けて設置場所を決定する．自動車を乗り入

れることのできる道路からあまりにも離れてしまうと，設置だけでなく保守・点検に大きな労力

がかかることになり，データの質が低下する恐れがある． 
 
（2）観測高度 
 観測高度は，キャノピーの高さとフェッチを考慮して決定する．センサの位置がキャノピーか

ら離れるにしたがい，観測結果に影響する風上側地表面の領域が広くなるため，長いフェッチが

必要になる．従って，得られるフラックスの空間代表性を高めるには，フェッチを超えて対象外

の地表面にまで影響領域が大きく広がらない範囲で，観測高度を上げたほうが良い．キャノピー

近くでの観測は避けるべきである．このことは，特に，森林において重要である．なぜなら，森
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林は粗度が大きいため，草地に比べてフラックスへの影響領域の面積が狭く，観測点近くの特異

なフラックスを観測してしまう恐れがあるからである． 
 観測高度の上限を決めるのに，フェッチと観測高度（キャノピーの平均的な高さからの距離）

の比が指標として用いられることが多かった．この比が 3％以下になることが望ましいといわれ

ている． 近では，フットプリント解析を行うことにより，フラックスの観測結果の空間代表性

を評価できるようになってきた．フットプリントとは，観測されたフラックスに対する風上地表

面の寄与を表す加重係数を意味し，無限大の風上距離で積分すると値は 1 になる．いくつかのパ

ラメータを設定し，事前にフットプリントを計算しておくと，観測高度を決めるときの参考にな

る．フットプリントの計算法などは岡田（2002）が解説している．Kormann and Meixner（2001）
のモデルを用いて，国立環境研究所の苫小牧フラックスリサーチサイト（北海道苫小牧市，カラ

マツ林）の高さ 41.7 m におけるフットプリントを計算した結果（岡田ら 2001），積算フットプリ

ントが 80％になる風上距離（F80）の昼間と夜間の日平均値は，それぞれ 200～1000 m，500～5000 
m 程度であった．また，フットプリントが 大になる風上距離（Fmax）は，昼間で 50～100 m，

夜間で 50～300 m 程度であった．夜間には，昼間に比べて大きなフェッチが必要なことがわかる．

このサイトのキャノピー平均高度は 15 m で，フラックス観測高度は 41.7 m なので，上記の 3％と

いう基準を用いてこの条件に必要なフェッチを計算すると，890m（＝（41.7－15）÷0.03）にな

り，昼間の F80 と大きく違うことはなかった． 
 
3.4.2 観測タワーの選定 
 
草地や水田などでは，高さ 2～3ｍ程度の簡便な三脚式ポールが使われることが多いが，森林では

高さ 10～50 m の観測タワーが利用される．観測タワーは，三角構造のものと足場型で矩形の断面形

状のものに大別される．それぞれ，支線（ステイ）式と自立式があるが，支線式の方が経済的であ

る．三角構造のタイプでは，耐食性の高い亜鉛メッキ鋼材を使用したものが一般的であり，構造材

をハシゴとして利用して外側を昇降する．このタイプのタワーは無線アンテナの設置などに利用さ

れるものが多い．一方，足場タイプでは，内側に設置した階段を使って昇降する．森林総合研究所

や国立環境研究所の観測サイトでは，軽量なアルミ製タワーが用いられている．建設用足場資材を

利用して観測タワーを建設することも可能である． 
フラックス観測へのタワーの影響を小さくするには，断面積が小さく風が通り抜けやすい（密閉

度が小さい）構造のタワーを選択するのが良い．しかし，機器の設置や保守・校正などが必要なた

め，観測高度近くに足場（ステージ）を設けるのが現実的である．荷物の運搬や安全性などを考慮

すると，内側に階段のあるタワーが便利である．なお，タワーを建設するときに，周囲の植生を荒

らしてギャップができないように十分注意しなければならない．また，林床の状態にも注意すべき

であり，土壌や林床植物の保全のために木道などの設置が望ましい． 
 

3.4.3 付帯機器・設備の設置 
 
フラックスデータを解析し，また解釈するには，第 2 章で述べているような気象データが必要に

なる．また，気象データはフラックスデータの欠測値を補完するために，モデルのパラメータとし

て利用される（第 6 章を参照）．気象センサを設置するときには，フラックスセンサに与える影響

を 小限に抑えるように，取り付け位置などに注意する． 
フラックス観測には，データロガーやデータ収録用のパソコンを収納するための格納箱，あるい
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は，観測小屋が必要である．工具や校正用のガスボンベなどを収納することができるので，小屋の

方が便利であるが，観測環境を乱さないように設置しなければならない．例えば，タワーの近くに

設置すると，観測小屋の屋根の影響が純放射やアルベド，あるいは，エネルギーフラックスに現わ

れる可能性がある．また，収納スペースの温度と湿度を機器が正常に作動する範囲内に調節しなけ

ればならない．高温対策には放射除けと換気が，低温対策には断熱がそれぞれ有効である．換気を

行う場合は，換気口に虫除けネットを取り付ける．供給電力に余裕があれば，冷房（クーラ）や暖

房（ヒータ）の利用も考える．気温の日較差が大きいときのように，格納箱内の相対湿度が高くな

る条件では，結露防止のための処置（除湿剤の利用など）が必要となる． 
機器の設置に際しては，雷対策も考慮しなければならない．落雷を防ぐことはできないが，落雷

にともなう被害を小さく抑えることはできる．雷は周囲よりも高く，先のとがったものに落ちやす

い性質を持つため，観測タワーは本質的に落雷を受けやすい．雷による被害は直撃雷と誘導雷によ

って生じる．直撃雷はタワーなどに直接落雷することで，10～100 kA もの電流が発生する．直撃雷

による被害は甚大で，火災の原因となる．一方，誘導雷は，直撃雷にともなって流れる大電流によ

って非常に強い電磁界が生じ，近くの信号線や電源線に瞬間的な高電圧が発生する現象（サージ）

である．サージ電流により，電気機器は絶縁破壊，機能停止，劣化などの被害を受ける．このよう

な落雷による被害を回避，あるいは，軽減する も有効な手段は，避雷針の設置である．タワーの

先端に避雷針を設置し，電気抵抗の小さいアース線を用いて接地を行う．また，避雷器（アレスタ）

を設置して，落雷にともなって生じる大電流をアース経由で大地に放電することも効果的である．

なお，アースの設置では，接地抵抗を小さくするために土壌との接触面積を大きくするなどの工夫

が必要である． 
 
3.4.4 電源 
 

可能な限り商用電源（AC）を利用する．観測の進捗状況により，電気機器が増えることも多いの

で，電気容量に余裕のある設備を導入した方が良い．林内の配線では，倒木や落枝による損傷や切

断を避けるため，電源線を保護菅に入れて地下に埋設，あるいは地上に敷設する．停電対策として，

バックアップ電源を用意する． 
遠隔地で商用電源が利用できない場合には，発電機，あるいは，自然エネルギーによる発電シス

テムの利用を検討する．後者では，ソーラパネル（太陽電池）による太陽光発電が一般的である．

発電機を利用する場合には，排気中の高濃度 CO2 がフラックス観測に影響を与えないように，風向

と地形を慎重に考慮し，タワーから十分離れた場所に発電機を設置しなければならない．発電機を

維持するには，燃料の補給のほかに定期的な点検・保守作業が必要になる．これらの作業中や故障

時に備えて，予備機を準備しておくのが望ましい．また，緊急時の電源としてバッテリーが利用で

きるシステムにしておくと良い． 
太陽光を利用したシステムでは，発電用のソーラパネルと充電用のバッテリーが必要である．基

本的には，昼間の晴れた時間帯に，観測システムの消費電量を上回る量の発電を行い，余った量を

充電する．充電した分を，夜間と日中の発電量の少ない時間帯に消費する．バッテリーの過充電，

過放電による劣化を防ぐには，チャージコントローラを用いる．太陽光発電システムに用いるバッ

テリーには，深サイクルタイプのものが適している．自動車用のバッテリーはエンジン始動用に作

られたもので，耐久性に問題がある．しかし，深サイクルバッテリーは高価であり，発展途上国で

は入手が困難な場合が多い．かつ，危険物であり，重いため，日本から送ることも難しい．そのた

め，自動車用バッテリーを比較的短い期間で更新しながら利用するのも一つの方法である．ソーラ
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パネルとバッテリーの必要容量は，観測システムの消費電量と利用可能な日射量に依存する．

具体的な計算方法は，Campbell 社の技術資料 ftp://ftp.cambellsci.com/pub/outgoing/ apnotes/pow-sup.
pdf などに詳しい．いずれにしても，太陽光発電システムでは利用できる電気量が限られるため，観

測システムの消費電力量をなるべく少なくする必要がある．また，AC の利用や高緯度地帯における

冬期の適用は困難である．気象条件によっては，バッテリー電圧が夜間に観測システムの作動下限

電圧以下まで低下し，昼間の発電により下限電圧以上に復活することが予測される．従って，観測

システムにはデータの自動保存と自動復帰の機能が不可欠である．なお，設置にあたっては，以下

の点に留意すべきである． 
 
① ソーラパネルは，受光面になるべく影がかからないところに設置する． 
② ソーラパネルがフラックスセンサに与える影響を 小にするように配置する． 
③ 設置場所の緯度より少し小さい角度でソーラパネルを南（南半球では北）に向ける． 
④ 風で飛ばされないように，ソーラパネルをしっかり固定する． 
⑤ システムの効率を上げるため，配線を短くし，電気抵抗の小さいケーブルを用いる． 
⑥ 太陽光の下で作業を行うときには，発電しているソーラパネルによって感電する恐れがある 
  ので，パネルを遮光する． 
⑦ バッテリーからソーラパネルへの電気の逆流を防ぐため，ダイオードを設置する（多くのチ 

     ャージコントローラには逆流防止用ダイオードが内蔵されている）．保守・点検作業としては，

ソーラパネル受光面の掃除，バッテリーの電圧と液量の確認などがある． 
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4.渦相関法によるフラックス解析の実際 
 
近年の乱流測定装置の安定化・小型化・操作の簡易化によって，渦相関法によるフラックスの

測定は特別な技術を持たなくても行えるようになり，また，ここ数年におけるコンピュータの性

能向上によって，多量に蓄積されたデータを高速で処理できるようになった． 
渦相関法におけるフラックス観測は測器の開発とその実地への適用という段階から，多量で高

精度の結果の蓄積を行う段階になったといえる．しかし，渦相関法は直接法とはいえ多くの補正

などを必要としている．渦相関法の標準的な解析方法はほぼ確立しつつあるものの，観測機器個々

の特徴や解析方法に大きく左右されることが多いが，それを示した文献は現在のところ数少ない． 
ここでは，フラックスの算出について実際的な面から，なるべく普遍的な記述に努めているが，

解析の性質上測器の個性に依存する点については，個別的な内容も付記している． 
 
 
4.1 解析準備 
 
4.1.1 必要な要素 
 

渦相関法によって，顕熱，潜熱，微量気体（ここでは CO2とする）のフラックスを算出するに

は，次の要素が必要である． 
 ・ 風速 3 成分，温度，水蒸気量，CO2の変動成分（ ',',',',',' cqTwvu ） 
 ・ 気温，大気中の水蒸気量および CO2濃度の絶対値（ cqT ,, ） （速い応答性能は求めない） 
さらに，水蒸気・CO2変動計はデリケートな測器であるため，長期測定を行う場合は 
 ・ 水蒸気・CO2変動に関する較正情報 
を定期的に得る必要がある． 
 
4.1.2 解析の流れ 
 
 解析の流れの一例を以下に示す． 
====================================================================== 
      ○ 自然の情報  
      ↓ 
      ↓ 測器（設置） 
      ↓ 
    ○ アナログ信号 
      ↓ 
      ↓ （アナログフィルタ） 
      ↓ A/D 変換  
      ↓ （デジタルフィルタ） 
      ↓ デジタル信号収録 （bit 精度の保証） 
      ↓ 
   ○ 10/20/25Hz デジタルデータ（ cqTwvu ,,,,, ） 
      ↓ 
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      ↓ 平均値計算 
      ↓ 座標変換 
      ↓ 変動計水蒸気較正  （→水蒸気較正係数） 
      ↓ 横風補正 
      ↓ トレンド除去   （→ ',',',',',' cqTwvu ） 
      ↓ 統計値計算 
      ↓ 
   ○ 30 分統計値（σu,σw, '','','' qwcwTw  など） 
      ↓ 
      ↓ 湿度補正     ←T ，顕熱フラックス 
      ↓ WPL 補正  ← cqT ,, ，潜熱・顕熱フラックス， 
      ↓                水蒸気・CO2 変動の較正係数 
      ↓ 
      ○ フラックス値（顕熱，潜熱，CO2）， 乱流パラメータ（u*，z/L 等） 
 
ここで注意したいのは，変動計の較正係数をどこで入力するか，ということである．計算プロ

グラムなどに頻繁にアクセスすることは，多くの場合計算ミスを生じやすく，また，事後にこれ

らの較正情報の誤りに気づいて，再計算することもあるので，水蒸気・CO2の統計計算は出力そ

のまま（通常は電圧）で行ってから，統計値に対して較正係数を乗ずるほうがよい．ただし，CO2

や水蒸気の濃度と電圧の関係が非線形である場合には，予め電圧を濃度に換算した後で統計計算

を行わなければならない． 
次節以下では，現場で取得したデジタルデータをどう解析するかという部分に重点をおいて，

解析の流れに沿って解説する．第 3 章以前の記述と重なる場合もあるが，データ取得以前に注意

すべき点も述べる．  
 
4.1.3 データ収録 
 
（1）サンプリング間隔 
  乱流変動の時系列を何 Hz 程度でサンプリングすればよいかという問題は，後述する平均化時

間の問題とともに，接地境界層においてフラックスに寄与する乱流渦のスケールがどの程度の

範囲に及んでいるか，と言う問題と同値である．フラックスに寄与するのは無次元周波数 f
（=nz/U）が 0.001～10 の範囲であるとされている．ある周波数 cn （Hz）までの情報を得たいと

きは，サンプリング間隔 t∆ （sec）は 

           
cn

t
2
1

=∆  
 
 とすればよい．フラックスに寄与する高周波側の限界は慣性小領域と考えればよいので，森林

であれば，5Hz を cn として選べば充分である．つまり，サンプリング周波数は 10Hz となる．

ただし，この信号にそれ以上の高い周波数のノイズなどが含まれている場合は， cn より高周波

側の情報が cn のところで折り返して，低周波側に現れてしまうと言う性質を有している．いわ

ゆる「エイリアシング（aliasing）」と呼ばれる現象である．エイリアシングについては，Kaimal 
and Finnigan（1994），カイマル（1993），日野（1977）が詳しく解説している．現在では，収

録データの容量・解析計算に要する手間などの観点から，多くの観測で 10Hz が採用されている． 
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（2）ノイズ除去 
ノイズの周波数 noisen がわかっている場合は，その周波数が直流（n=0）に折り返すように，   

すなわち， noisen が cn で割切れるように cn を決めるとよい．ノイズの原因は AC 電源であるこ

とが多いので，エイリアシングの影響を減じるには，電源周波数が 60Hz の西日本では，サンプ

リング周波数は 10Hz でも 20Hz でもよいが，50Hz の東日本では，20Hz でサンプリングした場

合には，見かけの周期が発生してしまうので，10Hz もしくは 25Hz でサンプリングしなければ

ならない．このような低周波側へのノイズの影響を防ぐ為には， 
 
a）デジタル化の前にアナログフィルタを通す 

      抵抗とコンデンサを組み合わせてオペアンプにつないで作ることができる．一般に減衰比

71％になる遮断周波数とナイキスト周波数が一致するようなものが用いられる．しかし，回

路が発振するなどして逆にノイズが発生する場合もあるので，念のため出力をチェックする

べきなのは言うまでもない． 
 b） cn の 10 倍程度の高周波でサンプリング後，デジタルフィルタで平滑化する 

     最も簡単なものは，移動平均である．必要な周波数よりも大きな周波数でデジタルサンプ

リングするので，メディアへの保存の前にフィルタ処理を行うなどして，保存容量が大きく

なりすぎないように注意したい． 
 

 といった処理が必要である． 
 
（3）平均化時間  

観測継続時間とも言われる．要するに統計値を算出すべき時間の長さである．フラックスを  

計算する際には，平均を行う時間の長さの取り方によって値が変わってくる．また，4.3.2 節で

述べるトレンド除去にハイパスフィルターを使用する時には，そのカットオフ周波数をどこに

設定するかが問題となる．平均化時間はフラックスに寄与するスケールを含む充分に長い時間

を必要とする．種々の研究などから，30～60 分が適当とされている． 
 
 
4.2 計算処理 
 
4.2.1 座標変換 
 
（1）プローブ傾斜の補正 

超音波風速計のプローブが傾いていて，水平成分の変動が鉛直成分に混入することは直接フ

ラックスの計測の誤りに直結することになる．このため，風速計のプローブを極めて厳密に設

置しなければならないが，風速計を正しく設置していない場合にも，プローブの傾斜の情報が

あればこれを用いて幾何変換補正を行う．座標回転は演算の順序を間違えると結果が違ってく

るので注意が必要である．プローブが X 方向に A，Y 方向に B だけ傾いているとすると， 
 

      BAWBAUAUW

BWBUU

BAWBAUAUU

yx

yy

yxx

coscossincossin

sincos

cossinsinsincos

000

0

000

++=

−=

++=

               （4.1） 
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ここで，添え字 0 は測定された値を示す．プローブが傾いており，かつ，傾斜情報が無い場

合にも，地形の一様性が良ければ，平均流が水平面に沿っているという仮定の下で，次節以下

の主風向，吹き上げ補正を用いて姿勢の補正を行える可能性もある． 
また，植生などの変化により，水平一様性が保証できない（観測点において斜面や地形の起

伏などが認められる）場合には，観測結果に比較的大きな平均鉛直風wが得られることがある．

この場合， 0=′′wv となるように座標変換する方法もある（カイマル 1993，Kaimal and Finnigan 
1994）．なお，このプローブ傾斜のフラックス値への影響は特に運動量（摩擦速度，応力）に

対して大きく，スカラー量（ cqT ,, ）への影響は比較的小さい． 
 
（2）主風向変換 

計測された風速 3 成分を zyx ,, とすると，主風向θ （ただし，θは X＋を 0 度とした反時計

回りのものであること，および，風速計のプローブ中心軸を Y＋とする，の 2 点に注意）に対

する水平成分の変換は 

     θθ
θθ

θ

cossin
sincos

tan 1

YXV
YXU

X
Y

+−=
+=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= −

                                    （4 .2）              

 
となる．結果，平均操作に対しては次のようになる． 

 

     

0cos)tan(cossin =θ+θ−=θ+θ−= YXYXV
   

（3）吹き上げ（下げ）の変換 
  ここで，平均鉛直風速 0=w とならない場合，さらに吹き上げ角αに対して，主風向・鉛直

成分の変換を 

          
αα

αα

α

cossin

sincos

tan 1

WUW

WUU
U
W

C

C

+−=

+=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= −

                                                  （4.3）             

 
 とする．結果，平均操作に対しては次のようになる． 
 

          

0cos)tan(cossin =+−=+−= αααα WUWUWC

 
   ただし，平均水平風速が非常に小さい場合には，この角度が異常に大きく算出されることが

あるので，これらの出力データも入念にチェックしておくことが望ましい． 
 
4.2.2 トレンド除去 
 
 トレンド除去は超音波風速計関連の処理をした後に行う必要がある．順番を間違えると，間違
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った座標変換をすることになる．平均化時間を 30 分にとっても，朝夕の時間帯やその他の気象要

因によって時間変化が大きくなることがしばしばある．これらの場合，気温や湿度は平均的に徐々

に変化する．あるいは，計測・収録計等における信号ドリフトのために同様の変化が見られるこ

ともある．このようなデータに対して単純に平均値からの差分で乱流変動を得た場合，見かけ上

の乱れが大きくなってしまう．結果統計値としての標準偏差や共分散，高次モーメントなどに大

きく影響する．変動をスペクトルで見た場合には，低周波域にその寄与が見られることになる．

そのため，6 変数（ ',',',',',' cqTwvu ）については，何らかの方法でトレンドを除去しなければな

らない．この作業はあくまで低周波変動のフラックスへの影響を抑えるために行うものであり，

一次関数，二次関数，移動平均値の差算，直交ウェーブレット変換による処理などが考えられる． 
 
4.2.3 各種補正 
 
（1）プローブによる流れの減速，変形と補正  
 超音波の送受信軸方向と風向が一致した場合には，音波伝搬路が流れの影になり，風上側の

超音波素子が乱れを作ってしまうと同時に速度が減衰する．測定された風速は過小評価され，

風向にも誤差を生じてしまう（Shadow Effect）．この影響は主に風洞実験によって定量的に評

価されているが，   
  ・パス長を L，素子直径を d とした場合，d/L が大きいほど大きくなる． 
  ・測定軸方向と風のなす角θが小さくなるほど大きくなる． 
  ・風速が小さいほど大きくなる 
という性質を持つ．どの程度の影響があるかは，素子の形状に固有のものであり，一般にメー

カー毎に素子の形状が違うため，これらの補正については，メーカー毎に適用すべき式が異な

ってくる．例えば，U を真の風速，Umを測定された風速とすれば， 
 
        Um/U = 1 －（1-C）exp（-α sin2 θ） 
                               （Kaijo-type；Wyngaard and Zhang 1985，Shimizu et al. 1999） 
 
        Um/U = C ＋（1-C）θ / 75；0 < θ < 75  
             ＝ 1               ；75 < θ < 90              （ATI-type；Kaimal et al.，1990） 
                   （C，αは定数 ） 
 
などとされている．野外で測定する場合，自然風中では風速変動も大きく，風向も常時変動し

ているため，平均風速についてはそれほど影響がないという意見 （Hanafusa et al.，1982）もあ

る．一方で，Kondo and Sato（1982）は野外実験でも風洞と同様の誤差を確認し，複数の風速計

での比較の結果を示している．   
  風速 3成分の測定のために，プローブ配置が流れを乱したり，減衰させる影響（Flow Distortion）

も考える必要がある．超音波風速計のプローブ配置の型状にはいくつかの種類がある．例えば ，
Kaijo 社の TR-61A（120 度交差のタイプ）の場合，測定空間が一つにまとまっており，開いて

いる方向を風上に向けておけば（中心軸から±60 度未満），Flow Distortion を最小にできるが，

Shadow Effect については不可避である．Kaijo 社の TR-61B（Campbell 社；CSAT，ATI 社；A-probe，
Young 社；8100 なども同様）は全方位型とも呼ばれ，超音波素子の対が水平と 45～60 度の角

をなしているため，Shadow Effect はほとんど考える必要が無い．しかし，風速の測定誤差が他
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のタイプに比べて大きい点が指摘されている（塚本ほか 2001 参照）．Kaijo 社の TR-61C（ATI
社；A-probe）のように鉛直・水平の測定軸が別々に配置しているタイプでは，Flow Distortion
を避けることができる．しかし，u'と w'を測定する空間が異なっているため，特に，運動量フ

ラックスに測定誤差を生じやすく，地表面近くなどの渦が小さい場所への設置には適さない．

また，Kaijo 社の TR-61A と TR-61C の場合，プローブの後ろ側から風が吹いた場合に，プロー

ブの支柱による影響も考えられるが，これも自然風中では小さいとされている（実際最小限に

なるように設計されている）．観測地の環境によっては，時間帯によって特定の風向が期待さ

れることがあるので，時間によってプローブの向きを変える（水平の保持に留意）ことは有効

な手段である．ただし，風そのものが弱い場合には好ましくない．  
 
（2）超音波温度計の湿度補正 
  超音波温度計によって得られる音仮温度は， )( epP a += を空気の気圧として， 
 

           
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−×≡ )(122 ε

γ
γ w

sv P
ecc

 

 で定義されるように水蒸気の変動成分を含んでいる（ wγγ , はそれぞれ空気と水蒸気の定積と定

圧比熱の比）．そのため，厳密な気温変動あるいは顕熱フラックスの算定にはこの水蒸気補正

が必要になる．上式は水蒸気量として水蒸気圧 e を用いているが，混合比 r（kg/kg）を用いる

と，ふつう 〈〈e P である（東アジアの夏季に最大で e =30hPa 程度）から， PeP ~− とできる

ので， 
 

           

( )rTrT
P

eTT svsvsv 514.0132.0132.01 −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

ε
                     （4.4）           

が得られる．変動値に対しては， 

 

               qTTT svsv ′−′=′ 514.0  

 

となる．補正は厳密には上式に従い，統計値を計算する前の瞬時値に対して行うべきであるが，

計算機リソースの節約の為にも，統計値計算後に式（4.5）のように行うほうが，事後に計算の

やり直しなどが必要になった際などに便利である．  

 

           LE
L

c
THH

qwTTwTw

a

ap
svsv

svsv

ρ

ρ
−=

′′⋅−′′=′′

514.0

514.0

                                   （4.5）        

 
となり，T = 300 K， LE =100 Wm-2 の場合，補正値はおよそ-6 m-2 になる． 

 
（3）横風補正 
  温度変動については，超音波風速計の横風補正をする必要がある．通常，超音波風速計の温

度は鉛直軸の音速から求めるが，その際に水平風によって音波の伝搬距離（時間）が長くなり，

見かけ上の音速が低く測定されることになる． 
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222
nmeas Vcc +=

                                                             （4.6） 

 ここで，c は音速， measc は計測される音速であり， nV は音波の経路に対して垂直な方向の風速

である．音速は一般には気温の 1/2 乗に比例するとされているが，より厳密には音仮温度（sound 
virtual temperature； svT ）の 1/2 乗に比例する． 

         
            

svTc 4032 =
                                                               （4.7）               

  従って，計測される音仮温度を svT （meas）とすると真の音仮温度（ svT ）との間には次の式が

成立する． 

            
403

)(
2

n
svsv

VmeasTT +=
                                           （4.8）               

 
ここで， nV  は水平風 2 成分のベクトル合成から瞬時値を与える必要がある．顕熱フラックス

における補正項の大きさは，風速 3m s-1 で 1.6 W m-2，10 m s-1で 60 W m-2 程度に見積れる． 
  なお，この補正は，超音波風速計のプローブが鉛直－水平直交タイプ（Kaijo 社；TR-61A な

ど）には適用できるが，非直交タイプ（Campbell 社；CSAT3，Kaijo 社；TR-61B，SAT-550 な

ど）では，温度変動を 3 つの軸の平均から算出しているため，別の方法で補正しなければなら

ない（Liu et al. 2001）． 
 
（4）密度変動補正（WPL 補正） 
  微量気体 s のフラックスは次のように示される． 
 

             

swswwsFs ′′+==
 

 一般に，乱流輸送量というと 0=w と仮定して平均流による輸送量は考慮しないが，Webb  
et al.（1980）によると，微量気体のフラックスについては空気密度が変動している場合には，

この仮定が成立しなくなると指摘している．乾燥空気の質量保存式 

               0=′′+= aaa www ρρρ  
から， 

              a

aw
w

ρ
ρ′′

−=
 

 
この補償流wは非常に小さく，現実には高々数 mm s-1 程度であり超音波風速計でも測定できな

いものである． 
混合気体の状態方程式などを用いると，以下のようになる． 

 

              T
Twww v

a

′′
++′′= )1( µσρ

ρ
µ
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ここで， 
 
            

a

v

v

a

m
m

ρ
ρσµ == ,  

 
である．結果，CO2のフラックス cF は 

 

             

Tw
T

wwF c
v

a

c
cc ′′++′′+′′=

ρµσρ
ρ
ρµρ )1(

                               （4.9a）                 
となる．さらに，気体の状態方程式より， TRemTRpm vvaaa

** /,/ =ρ=ρ であるから， 

 

              aa

v

v

a

p
e

m
m

==
ρ
ρµσ

 
 
とできるので，最終的には， 

 

              

Tw
Tp

ewwF c

a
v

a

c
cc ′′ρ

++ρ′′
ρ
ρ

µ+ρ′′= )1(
                          （4.9b）          

 となる． 
つまり，微量気体のフラックスを正確に評価する為には，乱流測定によって直接得られるフ

ラックス（第 1 項）に加えて，潜熱・顕熱による影響（第 2，3 項）を補正しなければならない．

微量気体のフラックスには，熱フラックスの正しい測定が不可欠である，ということになる．    

例えば，C =360ppm， sH =100Wm-2 とすると， 
 
          ・ K300,hPa30 == Te （東アジアの夏季）の場合，第 3 項

12sm m205.0 −−=  
 
          ・ K280,hPa5 == Te  （東アジアの冬季）の場合，第 3 項

12sm mg200.0 −−=  
  
と見積もることができる． 

  筆者らが，日本の夏季に水田でのフラックスを測定した結果によれば，日中の典型的な極大

値として第 1 項は-1.60 12sm mg −−
程度であるが，

22 Wm400,Wm50 −− == LEH s 程度あるた

め，第 2，3 項はそれぞれ 0.10，0.14 と見積もれ，正味のフラックスの値は-1.36 12sm mg −−
程度

に減じられることになる． 
  なお，クローズドパス型の赤外線ガス分析計を用いる場合には，オープンパス型に比べて気

温変動による補正項が小さく，またチューブを通過する間に気温変動の減衰があることから，

気温変動の補正（第 3 項）は必要なくなる．さらに，CO2濃度に混合比 Cr  を使うと 
  
            '' CaC rwF ⋅= ρ                                          （4.9c） 
                                                          
と表すことができる． 
潜熱フラックスについても同様に密度補正を施すと， 
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))(1( Tw
T

w
p
eLLE v

v
a

′′+′′+=
ρ

ρ
                           （4.10a）               

となる（オープンパス型，クローズドパス型共通）． 
水蒸気量に混合比 r を使う場合は，密度補正は必要なくなり， 

 

            

rwLLE a ′′= ρ
                                         （4.10b）  

              比湿q を用いる場合は，以下となる． 
 
          

q
qwLLE a −
′′

=
1

ρ                                              （4.10c）             
 

なお，ここでρa や q は夏季の最大時で 0.03 程度になることがあり，無視することはできな

い．なぜなら，最大で 3％前後の違いを生じることになるからである．なお，湿度補正の節で

は，式（4.4）に示すように，これらの項の影響をＰ－e~Ｐ,ｒ~ｑなどとして無視していた．一

方の計算では無視し，他方では残すとういうのは，一見矛盾しているように思えるが，湿度補

正の場合は補正値の大きさが潜熱の約 6％であり，さらに，水蒸気量の影響はその 3％程度であ

ることから，実質的に求めようとする精度に対する影響は無視できる．このように，大気中の

水蒸気量の扱いは，求めようとする値に対して補正量がどの程度の大きさになるのか，という

ことをあらかじめ見積もった上で考慮しなけばならない点に注意が必要である． 
 
 
4.3 赤外線 CO2・水蒸気変動計の較正 
 
 現在，一般的な CO2・水蒸気変動計において計測する CO2・水蒸気変動は測定信号の参照信号

に対する比（すなわちδI/Iref）である．しかし，測器（比較的古い型のもの）によっては，ハード

ウェアの問題に起因した，外気温の変化に依存した信号ドリフトが生じることがある（Li-Cor 社 
LI-7500 ではこの問題をソフトウェア的に内部調整してドリフトを抑えている）．また，長期間の

野外測定を行う場合にも，経年劣化が生じることが予想される．つまり，必ずしも出荷時に保証

された較正値による出力が得られないことがある．これを補正するために 
 

a）水蒸気変動については細線熱電対乾湿計もしくは，平均の温度・湿度計から算出した水蒸気 
   量を使った較正  

b）CO2変動についてはパスを閉鎖系にして標準ガスを通じることによる較正  
 
が必要になる．また，1 ヶ月以上にわたる長期観測においては，機器の特性そのものが変化する

可能性があり，定期的なキャリブレーションが不可欠である． 
  

4.3.1 水蒸気較正（オープンパス型，クローズドパス型共通） 
 

 熱電対乾湿計の時定数は 0.5 秒程度であるので，水蒸気変動計の電圧値 IRQ （volt）と乾湿計よ

り求めた水蒸気密度 vρ の 30 秒平均のデータ（1run=30min の場合 60 個）から回帰係数（傾き）を
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求め，較正係数（単位: /voltkgm 3−
）とする．ただし，相関係数が小さい場合には，バイアスデ

ータとして処理するなどを判断せねばならない． より厳密には 2 系統の信号のスペクトルの比較，

もしくは，コスペクトルを計算するなどして，相関の周波数依存性／位相遅れのチェックを行う

必要もある． 
 細線熱電対による水蒸気密度の測定は、e を水蒸気圧（hPa），

*e を飽和水蒸気圧とすると，乾

湿公式 

           

)()(*
0

wdw TT
p
pBeTe −=−

                                 （4.11）              
が成り立つ（ )(* wTe は湿球温度 wT に対する飽和水蒸気圧である）．ここで B は熱力学的には， 
 

            

10 hPaK655.0 −=
ε

=
L
PC

B pd

 
 
である．しかし，温度計センサーの大きさと通風速度によって 10％前後の誤差が生じる可能性が

あり，通常アスマン通風乾湿計では， 667.0≈B としている．また，飽和水蒸気圧
*e については

各種の算出式がある．例えば，Tetens の近似式は次のように与えられる． 

 

              

T
T

e +×= 3.237
5.7

101078.6*
   （水面上，T の単位は℃） 

              

T
T

e +×= 3.265
5.9

101078.6*
  （氷面上） 

水蒸気圧 e から水蒸気密度 )/( 3mgvρ を求めるには，水蒸気に対する状態方程式 TRe vvρ= より， 
 

              
T
e

v 7.216=ρ
      

)skgm100hPa1( 21 −−=
                    （4.12）                

 
 水蒸気量算定に平均の温度・湿度計（ヴァイサラ社；HMP など）を用いる場合は，測器の時定

数などに注意して水蒸気密度の平均値を算出して同様に処理すればよい． 
 
4.3.2 二酸化炭素較正 
 
（1）オープンパス型 

 CO2 変動については標準ガスによる較正を行い，係数を決定する．測定空間部を密閉して，

標準ガス（一般に単位は ppmv）を電圧出力が安定するまで通じ（気圧は通気出口を開放する

ことで外気圧と等しくする），ガス濃度と電圧を記録する．これを 3～5 種類（250～450ppmv
程度）のガスで繰り返し，「電圧（volt）－濃度（ppmv）」のグラフにプロットすると直線が

引ける．この直線の傾きが較正係数（単位；ppmv /volt）になる．ただし，ある物質（CO2，水

蒸気）による赤外線の吸収率は，赤外線が照射される空間の断面積方向に存在する物質量（mol 
m-2，g m-2）に対する関数であるから，厳密には，較正係数の単位は 3mmg −⋅ /volt でなければ

ならない．単位換算のためには，パス内に熱電対やサーミスタを導入して較正時の温度を測定

しておく必要がある． 
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  残念ながら，較正時にパス内の気温を測定していない場合（較正係数の単位が ppmv /volt）
でも，ppmvという単位は同じ性質の空気塊に対しては温度変化に対して保存される量なので，

単位変換は観測時の標準気温を用いて行えば，近似的には問題はない． 
 
（2）クローズドパス型 

  クローズドパス型の分析計を用いる場合，タイマーや電磁弁を使って複数の標準ガスを分析

計に定期的に流す設定を行うことができる．較正の頻度は，どの程度の精度で CO2 濃度を測定

したいかにもよるが，毎日の深夜に自動的に行う場合や，2～4 週間に 1 回程度，手動で行う場

合などがある． 
 
 
4.4 解析結果のチェック 
 
  長期測定データの品質管理を行う上で，不良データのチェックは不可欠な作業工程である．な

お，ここでいうデータとは，統計計算を行った後の値（平均値・統計値・フラックス値）をいう． 
 野外観測によって得られるデータ（統計値など）に含まれ得るバイアスには 
   ① 観測点の環境および気象条件による理想条件からの解離 
   ② 測器の設置による流れ場の変形 
   ③ 測器自身の測定不良およびノイズ 
   ④ データ取得系におけるノイズの混入 
   ⑤ A/D 変換時のノイズ混入（bit 精度の問題など） 
   ⑥ 計算（解析）処理段階での丸め／打切り誤差 など 
が考えられる． 
 
 ①の問題については気象・フラックス観測を長期間継続することによって，観測環境の特性が

把握できる。それにもとづき、悪気象時のデータを除外することによってかなりの部分の除去が

可能となる．②～⑤のバイアスを如何に取り除くかについては，それぞれの項目を互いに分離す

ることが困難であり，これが今後データの品質向上の際に不可欠な問題となるであろう．⑥の計

算過程における誤差については，前述してきたように，これまでの研究の蓄積により理解が進み，

各種補正が提案されるようになり，最小化されてきている．⑥の問題点を②～⑤の項目から分離

するためには，測定された原データ（ここでは 10Hz のもの）を可能な限り保存しておくことが重

要であることは言うまでもない．解析結果に対して種々のチェックを試みることは，解析結果の

取捨選択を行うことであるとともに，②～⑤の観測体制のどこに問題点が生じているかを明らか

にし，より良い観測体制の構築の一助にもなるものである． 

 

4.4.1 生データのチェック 
 
 生のデータを時系列にして目視でチェックすることは，あらゆる観測の解析の原点である．乱

流観測においては，データが容易に得られるようになった近年では，データが膨大になるため，

その重要性が軽視され，ついつい省略されがちな作業である．しかし，生のデータには多くの有

益な情報が含まれており，特に観測時の安易なミスなどは時系列を一目すれば，明らかになるこ

とが多い．時系列を観測現場において直接チェックすることは，個々の計測器が正常に動作して
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いることの確認でもある． 
 正常に動作していれば，日中の晴天時に典型的なランプ構造（鋸刃型の変化）が確認できるし，

植物上でならT ′とq′の正相関，q′と c′の負相関などが見られたりする． 
 収録時にパソコン画面上で収録中のデータを見たり，データ収録後に解析段階で生（サンプリ

ング周波数そのまま）のデータを書き出すことはもちろん可能であるが，これらのデータはあく

まで A/D 変換後のものである点に注意しなければならない． 
 
4.4.2 遅れ時間の補正（クローズドパス型） 
 
 オープンパス型の場合には，鉛直風速変動 w’ と気体密度変動 q’，c’ との間に時間差はないと

して計算することができるが，クローズドパス型では気体密度に時間遅れが存在するのでこれを

補正する必要がある．現在，広く行われている遅れ時間の検出方法は，w’と q’，または，c’との

間で互いの時系列を少しずつずらしながら相関を求め（ラグ相関），最も高い相関を示す時間差

τを気体の種類ごとに求める方法である．ただし，現実にチューブの中を気体分子が運ばれてく

るのにかかる時間に対して，こうして得られたτの値が真に等しいかどうかについて，積極的な

根拠はない．通常は，それぞれの平均化時間（例えば 30 分間）ごとにτを求めるが，夜間やフラ

ックスの絶対値が小さい場合には，相関のピークを検出することが難しいこともある．そのよう

な場合，日中に最も高い頻度で得られた典型的なτの値を代表値として用いても大きな問題はな

い．一般的なクローズドパス型の測定システムで発生する遅れ時間は，流量にもよるが，チュー

ブが短い（数 m）場合で 1～2 秒，長い（30 m 前後）場合で 5～6 秒程度である． 
 
4.4.3 スペクトル解析 
 
 観測データのノイズの有無や長周期成分などの混入を判別するのは，時系列データのみでは困

難な場合がある．こういう時は，周波数解析の基本であるスペクトル解析が有用である．また，

この方法はサンプリング周波数や平均化時間が適切であったかどうかの判断にも有効である．時

系列が実空間（時間空間）でのデータの情報の表示であるとすれば，スペクトルは別の角度すな

わち波数（周波数）空間から見た情報の表示であるといえる． 
 スペクトル解析には，以下のようの手法がある。 
 
 ・Blackman-Tuckey 法 

      自己相関係数，相互相関係数を求めてから，パワースペクトルやコスペクトルを求める方

法．最もしっかりした方法であるが，計算時間が他の方法に比べ多く必要となる． 
  
  ・高速フーリエ変換（FFT）法 
      最も一般的な方法であり，Excel などの表計算ソフトでもアドインツールとして追加・利用

することができる．計算時間が BT 法に比べ大幅に短縮できるが，データが 2n個でなければ

ならないという制限がある，スペクトルの高周波側でばらつき（グラフのギザギザ）があり

平滑化が必要，欠測（スパイクノイズなど）が多い場合には適用が難しい，などの問題点が

ある．データ数 N は 2 の階乗でとらなければならないが，10Hz の乱流データでは 214＝16384
個（約 27 分 20 秒），または，215＝32768 個（約 54 分 40 秒）でとるのが普通であろう． 
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  ・最大エントロピー（MEM）法 
     データ数が少ない（または，サンプリング周波数が長い）場合にも，分解能の高いスペク

ルが得られる点で優れているが，非線形推定法であるため，スペクトルが他の周波数域に対

する相対的な大きさだけで出力され，絶対量（分散，パワーなど）の解釈について問題があ

る，あるいは，パラメータ m（予測誤差フィルタの打切り項数）の決定に関する理論的基準

が曖昧，などの欠点もある．  
 
 乱流データにおいて，最も一般的な特徴である慣性小領域における-5/3 乗則はエネルギースペ

クトルに対して成り立つ．得られたスペクトルデータを縦・横軸ともに対数軸であらわしたグラ

フにプロットすると高周波側に傾き，-5/3 の直線に沿った部分がみられるわけである．微気象学

では，これに周波数（波数） f の重みを乗じた )( ffS を用いるのが一般的である．これがパワー

スペクトルと呼ばれる量であり，慣性小領域の-5/3 乗則は「-2/3 乗則」になり，低周波側（エネ

ルギー保有領域と呼ばれる）も周波数に比例した（1 乗に沿った）形となることが多い．この場

合，周波数軸を対数スケール，スペクトル軸をリニアスケールでプロットするとスペクトル曲線

の下側の面積が分散に等しくなる． 
 接地層のスペクトルは，Monin-Obukhov の相似則に従い，u*，T*や無次元関数 εφ で無次元化・

規格化され（安定時のデータでは対応量の分散が使われることも多い） ，周波数は測定高度 z と

平均風速U によって規格化された無次元周波数 Unzf /= が用いられる．理想的な乱流データの

スペクトルは，相似則と同様にベクトル量（ wvu ,, ），スカラー量（ cqT ,, ）共に，スペクトル

は全て互いに相似な形，つまり，低周波側で 1 乗則，高周波側で-2/3 乗則に沿った「への字」形

になる（はずである）．このスペクトルの相似性は，高周波側の測り落としの補正（4.4.4 節参照）

に利用できる．もし，算出したスペクトルの形状が異なる場合は，以下の理由が考えられる． 
 
・低周波側で-1 の傾きに漸近する        

 → 直線トレンドが除去できていない 
・低周波側でスペクトルピークからあまり落ちない（傾きが 1 よりも小さい） 

 → 平均化時間が十分でなく定常性が確保されていない．（少なくとも 1 桁以上落ちる

   ように平均化時間をとるのが理想的）  
・不自然なピークやスパイクが見られる  

  → 電源や機械ノイズの可能性 
・高周波側で 1 の傾きに乗る  

 → ホワイトノイズ（測器自身の不具合や信号送信時のランダムノイズによる）が生じ

   ている 
・高周波側で-2/3 の傾きよりも急激に落ちてしまう  

  → 測器の応答が悪い，受信感部による平滑化など 
・高周波側で-2/3 の傾きよりも落ちかたが小さい  

 → 原データにスパイクノイズ，量子化ノイズ（A/D 変換時のビット落ち）， 
 
 この他，Kaimal and Finnigan（1994），カイマル（1993），日野（1988），塚本・文字（2001）
に，原理や解説が詳述してあるので，参照されたい． 
 なお，コスペクトルをみることで，フラックスがどれくらいのスケール（時間・空間）で卓越

しているのかを知ることができる．接地層の観測において，顕熱・潜熱，CO2のフラックスに寄
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与するスケールは，ほぼ 0.001～3Hz の間で閉じている．この場合も，周波数軸を対数，スペクト

ル軸をリニアスケールでプロットした場合，曲線で囲まれる領域が求めようとするフラックスに

等しくなる． 
 
4.4.4 高周波側の測り落とし 

 

 超音波風速計や CO2・水蒸気変動計は長さ 20cm または 10cm の測定感部を有しており，この測

定感部より小さいスケールの渦による変動は平滑化（平均化）されて出力されることになる．こ

れらの平滑化の影響はスペクトル伝達関数を用いて評価・補正することができる．例えば，水稲

群落上 1.2m，平均風速 4.2m s-1 のデータで得られた結果は，CO2 の分散で 3％，w の分散で 2％，

CO2 のフラックスで 2％程度である．また，植物群落上 0.2m，風速 1 m s-1，かつ，中立条件下で

は，w の分散が 15％の過小評価になり得ることも報告されている．これらの影響は一般的には風

速が大きい場合や測定高度が高い場合には，ほとんど無視することができるが，群落直上での観

測や風速が小さい場合には注意が必要である． 
 
4.4.5 高周波側の測り落としに対する補正（クローズドパス型） 
 
 クローズドパス型の場合には，前節で指摘した測定感部における渦の平滑化に加えて，チュー

ブを使って空気を吸引する影響などによって高周波成分が減衰する（平滑化される）．従って，

場合によっては，この減衰分を補正しなければならない．特に，長いチューブを用いる場合や測

定高度が低い場合には注意が必要である．例えば，森林上で比較的短いチューブ（10 m 以下）を

用いる場合には，高周波欠落によるフラックス過小評価の割合は 1 ～2 ％程度であることが多い

が，長いチューブ（30 m 以上）を用いる場合には，強風時に 5 ％を越えることがある．また，測

定高度が 2～3 m と低い場合には，10％以上の欠落を生じることもある．この影響を補正する方法

がいくつか提案されている． 
ここでは，クローズドパス型の分析計が十分に追随する周波数帯でのコスペクトルを利用する

方法（バンドパスコバリアンス法）と，高周波成分を欠落させる要因の影響を表す伝達関数に基

づいて補正値を求める方法（伝達関数を用いる方法）を紹介する． 
 
（１）バンドパスコバリアンス法 
  水蒸気や CO2フラックスのスペクトルが顕熱のスペクトルと全周波数帯で相似であることを

仮定して，水蒸気と CO2フラックスを補正する方法である．まず風速成分と温度変動を超音波

風速計で測定し，顕熱フラックスを通常の渦相関法で求める．次に，水蒸気と CO2 の混合比を

クローズドパス型の赤外ガス分析計で測定する．ここで，測定装置が十分に追随する周波数帯 
（n1 < n < n2 ）を選択し，その周波数帯で次の式が成り立つとする． 

 

      2n1

2n1

)''(
)''(

''
''

nn

nnss

Tw
rw

Tw
rw

<<

<<=
                                         （4.13）               

 
ｒs は気体（水蒸気または CO2）の混合比である．式（4.13）を用いると，全周波数帯の気体フ

ラックス（高周波の欠落分を補正した気体フラックス） Fs を次式によって計算することがで

きる． 



CGER-M015-2003, CGER/NIES 

- 39 - 

      

''
)''(
)''(

2n1

2n1 Tw
Tw
rwF

nn

nns
as ××=

<<

<<ρ
                                 （4.14）               

 バンドパスコバリアンス法を用いる場合，予め水蒸気や CO2 変動のスペクトルを顕熱のスペ

クトルと比較し，相似性があることを確認するとともに，計算に用いる周波数帯（n1 < n < n2 ）
を決めておく必要がある．クローズドパスの測定装置が追随できる限界の周波数 n2 は，チュー

ブの長さなどに依存するが通常 0.05～0.1Hz 付近である．一方，測定装置が検知できる限界の低

周波数 n1 は，フラックスの平均化時間によるが，通常 0.001～0.005Hz 付近である．なお，バ

ンドパスコバリアンス法を用いる場合，顕熱が 0 に近い値になる朝や夕方の時間帯に，式（4.14）
による計算結果が不安定になることがある点に注意する必要がある． 

 （2）伝達関数を用いる方法 
  高周波を減衰させる要因の影響を表す伝達関数を予め求めておき，伝達関数とコスペクトル

の実験式を用いて補正値を算出する方法である．まず，測定すべき気体のフラックス sF  に対

して測定装置のもつ誤差の割合（ ss FF /∆  ）を以下のように表す（Moore，1986）． 
 

      dnnC
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                                  （4.15）               

 ここで， )(nCws  はw と気体 s のコスペクトル，n は周波数である． )(nTws  は測定装置の伝

達関数とよばれ，チューブを通過する間に気体の密度変動が平滑化される影響や赤外分析計の

もつ周波数応答特性などを表す量である．測定装置によって現実に計測される（高周波欠落に

よって過小評価されている）フラックスの値を actsF ,  と表すと， ssacts FFF ∆−=,  である．従

って，求めるべきフラックス sF は，式（4.19）によって得られる（ ss FF /∆  ）を用いて次式に

より計算することができる． 

     
( )ss
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s FF
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F
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                                      （4.16）              
 

次に，式（4.15）を計算する際に用いられるコスペクトル )(nCws と伝達関数 )(nTws の求め方

を示す．まず，コスペクトルの実験式には，次のようなものがある（Moncrieff et al. 1997）．コ

スペクトルの形は大気安定度と周波数の関数であり，大気が安定のとき， 
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と表される．ただし， 
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1.134.2 −= wsws AB
                                    （4.20）             

 
である．ここで z は高度， d はゼロ面変異，U は風速， L は Monin-Obukhov の長さスケール

である．一方，不安定のときは 
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nCws +

=
     

54.0≥f
                                   (4.22） 

となる．式（4.17）～式（4.22）は，測定高度が低いほど，また，風速が強いほど，コスペクト

ルのピークは高周波方向へ移動するといった，コスペクトルの性質を表している．これらの式

を用いて，フラックスの平均化時間毎に（例えば，30 分毎に）コスペクトルの関数形 )(nCws  を
求める． 

   次に，伝達関数 )(nTws の求め方を示す．ここでは，伝達関数を実験的に求める方法と理論式

に基づいて求める方法をそれぞれ紹介する．最初に伝達関数を実験的に求める方法を示す．こ

の方法では，バンドパスコバリアンス法と同様，顕熱フラックスと気体フラックスのコスペク

トルが相似形であることを仮定する．そして，全周波数で顕熱のコスペクトル )(nCwT  と気体

のコスペクトル )(nCws  を求めて，以下のように周波数の関数として伝達関数を求める（Aubinet  
et al. 2000）． 

       
)(
)(

)(

)(
)(

0

0

0

0

nC
nC

dnnC

dnnC
nT

wT

ws
n

ws

n

wT

ws

∫
∫=

                                           （4.23）               

 
ここで， 0n は，クローズドパス型が十分に追随することのできる周波数帯の周波数とする．

式（4.23）によって伝達関数を求める際には，天候が安定してフラックスの絶対値が大きい時

間帯を選び，フラックス平均化時間より長い計測時間（平均化時間の数倍）をもつ複数のデー

タセットを用いて行うとよい． 
次に，伝達関数を理論式に基づいて求める方法を示す．伝達関数は，一般にチューブの影響，

空気取り入れ口と超音波プローブの間の距離，分析計の応答速度などの影響を表すそれぞれの

伝達関数から成る関数である．その一例として，クローズドパス型を用いる場合に重大な影響

を与えるチューブの効果のみを表す伝達関数を示す（その他の効果を表す伝達関数の実験式に

ついては，Moore 1986，Moncrieff et al. 1997 を参照）． 
チューブを用いて空気を吸引するために生じる高周波の減衰を表す伝達関数 )(nTws は，チュ

ーブの長さ tL ，半径 tr ，チューブの中を流れる空気の流量 tU  を用いて以下のように表すこと

ができる（Aubinet et al. 2000）． 
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LnrRnT )2300( ；乱流の場合>eR
         （4.25） 

                        
ここで， sD  は気体の分子拡散係数（

4
2 102178.0 −⋅=OHD m2 s-1，

4
2 101381.0 −⋅=COD m2 s-1），

eR はレイノルズ数，ν は空気の動粘性係数（20 ℃で
51053.1 −⋅ m2 s-1）である．すなわち，式

（4.24），式（4.25）は，チューブの長さが長いほど，またチューブの中を流れる空気の流量が

小さいほど，高周波での伝達関数が小さくなる（減衰が大きくなる）ことを表している． 
式（4.17）～式（4.25）に示すコスペクトルと伝達関数の実験式は，高周波減衰の補正を行う

目的で利用できるほかに，新規に観測装置を設計する際にも有効に利用することができる．す

なわち，測定高度や現場の風速などを考慮して，チューブの長さや流量によってどれだけの高

周波の欠落が生じるかをあらかじめ予測することができる．なお，ある装置について求めた伝

達関数は，ポンプの経年変化で流量が変わるなどの変化がない限り，その後の計算に同じ関数

を使うことができる． 
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付録 1． 2CO 濃度の換算 

 

二酸化炭素フラックスの単位は，
12sm mg −−
，または，

12sm µmol −−
で表されることがほとんどである．実際

の計算においては，単位換算に次の注意が必要となる．式（4.9b）の第 1項，第 2 項の vc ww ρρ ′′′′ , は，正確には

共分散 voltvolt qwcw ′′′′ , であるから（較正係数を統計計算後に乗ずる場合；4.1.2 節参照），これに較正係数（単

位: /voltkgmppmv/volt, 3−
）を乗じ，さらに CO2 濃度に関しては下記の単位換算を行わなければならない． 

      [ ] [ ] [ ]
15.273

15.273
4.22

44ppmv44mmmolmgm 33

+
××=×⋅= −−

T
CCC  

また，式（4.9b）の第 2，3項の cρ は大気中の平均 CO2 濃度であり，非分散型赤外線分析計（NDIR）などの平均

値計の値を同じように換算して算出する必要がある． 

 

  
 

 
付録 2．水蒸気量まとめ 

 
相対湿度 

          
*e

eRH =  

飽和水蒸気圧（各種提案されているが基本的にどれも同じ） 

          3.237
5.7

101078.6* +×= T
T

e  

          )
5.243

67.17exp(112.6*
+

=
T

Te  

混合比 

          
ep

e
p
e

R
R

TRp
TRer

dd

v

dd

v

v

d

−
==== ε

ρ
ρ

/
/

 

比湿 

          )1(1 ε
ε

ρρ
ρ

−−
=

+
=

+
=

ep
e

r
rq

vd

v

 

気体定数比 

          622.0
50.461
04.287

==≡
v

d

R
Rε  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 渦相関法によるフラックス解析の実際 

- 44 - 

 
付録 3．プログラム例（30 分統計値→フラックス） 

 
#! /bin/awk 
#   Script for calculation of  
#      Heat FLUX （W/m^2） & CO2 FLUX （mg/m^2/s）   
#           from the covariance data set （covs.dat） 
#          Time-stamp: <2002-09-10 17:39:17 iwata> 
#------------------------------------------------------- 
#    k ; Karman Constant   
#    g ; Gravity Acceleration  （ m/s^2 ） 
#   cl ; specific heat for liquid water （ J/kg/K ） 
#  cpd ; specific heat for constant pressure （ J/kg/K ） 
#  cpv ; specific heat for constant volume   （ J/kg/K ） 
#   md ; molecule number of dry air 
#   mv ; molecule number of vapor  
#   rd ; density of dry air  （ kg/m^3 ） 
#   rc ; density of CO2      （ kg/m^3 ） 
#    L ; latent heat for H2O （ J/kg ） 
#   es ; saturated vapor pressure （ hPa ）  
#    e ; vapor pressure  （ hPa ） 
#   pd ; pressuer of dry air （ hPa ） 
#    T ; temperature （ degC ） 
#   T0 ; temperature （ K ） 
#   rh ; relative humidity （ % ） 
#  conc; average concentration of CO2 （ ppm ） 
#  qcal; sensitivity for q  （ g/m^3 per voltage ） 
#  ccal; sensitivity for c  （  ppm  per voltage ） 
#   zh ; height of obsevational sensors （ m ） 
#------------------------------------------------------- 
{ 
# - - - Constants set - - - - - - - - - - - 
qcal = 18./1000.; ccal = 22.4 

 
cl=4190. ; cpv=1870. ; cpd=1005.7 
md=28.964 ; mv=18.015 ; eps=mv/md 
md=md/1000. ;  mv=mv/1000. ; pd = 1000. 

 
# - - - Read in variables - - - - - - - - - 
T = $15 ; T0 = $15 + 273.15 ; rh = $16 
wt = $12        
wc = ccal * $13 
wq = qcal * $14 
conc = $17  

 
# - - - Calc. physical values  - - - - - -  
rd = 1.293 * 273.15/（T+273.15） 
rc = 1.964 * 273.15/（T+273.15） 

  L = 2501.*1000. - （cl-cpv） * T  
es = 6.1078 * 10**（7.5*T/（T+237.3）） 
e = es * rh / 100.  
rv = 0.2167 * e / T0  

 
# - - - Vapor fluc. correction of SONIC - - - -  
wt = wt - .514*T0*wq/rd/1000. 

 
# - - - CO2 Flux calculation - - - - - - -  
f1=  rc* wc 
f2= （1.+e/pd） * （rc*conc） / T0 * wt 
f3=    md/mv  * （rc*conc） / rd * wq/1000. 

 
# - - - Heat Flux calculation - - - - - - - 
le = L * （ 1.+e/pd ） * （ wq/1000. + rv/T0*wt ）  
hf = （ cpd*rd + cpv*rv ） * wt 

 
} 
# - - - Print out - - - - - - - - - - - - -  
{  print $1，$2，$3，$4，$5， hf，le， f1，f2，f3， f1+f2+f3  } 
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5. 生態学的手法による炭素フラックスの測定 
 
 
5.1 陸上生物圏における炭素循環と炭素フラックス 
 

  生態系は生物群集と物理的環境で構成され，相互に作用を及ぼしあいながら一つのまとまりを

もったシステムを形成している．そのうち，植物（植生）は炭素循環の重要なプロセスの一つを

担っている．植物が担うプロセスとは，光合成によって大気から CO2を吸収し，その一部を呼吸

により，再び大気へ戻す双方向の炭素の動きである．また，植物体の一部は毎年つくり替えられ

ていくが，死んだ部分は脱落して土壌へ有機物として供給される．地上部の落葉落枝はリターフ

ォール（litterfall）と呼ばれる．さらに，地下部の根や茎からは枯死体だけでなく，比較的低分子

の有機物質の放出がある．これらの有機物供給を rhizodeposition という．土壌中の微生物や動物

はリターや根圏堆積物を取り込んで分解し，再び CO2として大気中に戻す役割を果たしている．

生物間の関係に着目する生態学者は，生物死体に始まる炭素の流れを腐食連鎖（detritus food chain），
または，デトリタス経路（detrital pathway）と呼んでいる．一方，量的にはわずかであるが，動物

が植物体を被食することに始まる炭素の動き，すなわち，生食連鎖（grazing food chain），または，

生食経路（grazing pathway）もある． 
以上述べたように，生態系レベルでみると，炭素には動く部分と動かない部分がある．植生と土

壌のように炭素が貯留しているところをプール，または，リザーバーといい，プール間の炭素の

流れをフラックスという．炭素循環はプールとフラックスの組み合わせで表現され，それを模式

化したものをコンパートメントモデルという（図 5.1）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1 陸上生態系における炭素フラックスの模式図 
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写真 5.１ 炭素循環調査における植物,土壌,リタ―フォールのサンプリングと炭素量の測定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真 5.2 オープントップチャンバー法による土壌呼吸測定システム 
上：システムの模式図，左下：オープントップチャンバー（OTC），右下：測定システム 

ガス切換器 

土壌のサンプリング 

植物のサンプリング

炭素含有量の測定（全炭素分析計） 

リターフォールのサンプリング 

赤外線ガス分析計(NDIR) パソコン 
OTC の外観 
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コンパートメントモデルから読み取るべきことは，生態系の構造はプールの大きさに対応し，生

態系の機能はフラックスの向きと大きさに対応しているということである．プールとフラックス

を明らかにするためには，植物や土壌のサンプリングと炭素（CO2）フラックスの測定を行わな

ければならない．いずれの場合も，炭素分析計（写真 5.1）や赤外線ガス分析計（写真 5.2）を用

いて，炭素量として表現される． 
植物が光合成によって生産する炭素を，総一次生産（gross primary production，GPP）といい，そ

れから植物の呼吸による炭素消費（respiration，R）を差し引いたものを，純一次生産（net primary 
production，NPP）といい，次式で表される． 
 
      NPP = GPP –R                                                       （5.1） 
 
GPP と NPP を合わせて一次生産（primary production）といい，地球規模での炭素循環における重

要な炭素吸収プロセスである． 
  ここでは，陸上生物圏の炭素フラックスとフラックスを規定する要因の測定手法について生態

学的視点から解説する． 初に，炭素フラックスを規定する生態系の生理特性（植物の呼吸，光

合成と土壌呼吸）と環境要因（光量子，土壌温度，土壌水分）の測定法について解説する．次い

で，一次生産の調査法については植物生産力測定法で解説する．また，リターフォール（枯死・

脱落量），被食量，土壌有機物の分解などもフラックスであり，それらの測定法についても順次

解説していく． 
 
 
5.2 生理特性の測定 
 
  生態系レベルでの CO2フラックスや生態系純生産は，植物の光合成による CO2の吸収と呼吸に

よる放出，およびそれらと環境条件との関係による．加えて，土壌中の微生物の呼吸によるの CO2

放出も重要な意味がある．従って，これらのデータの解釈やモデリングによる生産量推定のため

には，植物の光合成や呼吸特性，または土壌呼吸特性とそれらの環境依存性の把握が有効である

（例えば，Caldwell et al. 1986，Aber et al. 1996）．ここでは，植物の個葉レベルの光合成特性，お

よび，葉，茎，根の各器官の呼吸特性および土壌呼吸の測定方法について概説する． 
 
5.2.1 光合成速度の測定 

 
  CO2フラックスや生態系の一次生産量の解釈やモデリングを目的とする場合には，光合成速度

の光や温度に対する依存性，および，呼吸速度の温度依存性を測定する．さらに，光合成速度の

CO2 濃度依存性も把握できれば，植物群落内で見られる CO2 濃度の鉛直勾配や日変化をも考慮し

た解析が可能である．現在市販されている携帯型のガス交換測定システムを用いれば，これらの

測定が実験室内でも，野外でも可能である．また，野外の自然光による光合成速度の測定も可能

である．これら光合成速度の測定と同時に，蒸散速度や気孔コンダクタンスの測定もできる．以

上の測定結果と別途測定する環境データを組み合わせることにより，CO2フラックスデータや植

物体のサンプリングによって得られた一次生産量データの解釈，あるいは，一次生産量のモデリ

ングが可能になる． 
  以下に，携帯型の光合成測定システムを用いた場合の測定方法と測定例を紹介する． 
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（1）光合成測定システムの概要 
一般的に，光合成速度（あるいは，呼吸速度）は，単位葉面積，あるいは，バイオマスあた

り，単位時間あたりの CO2吸収量（あるいは放出量）として表す（例えば，μmol CO2 m-2 s-1）．

測定にはガス交換測定システムを用いる．システムの基本構成は，赤外線ガス分析計，流量計，

温湿度計，記録計およびチャンバー（同化箱）からなる（図 5.2）．測定対象となる葉は，チャ

ンバーに挟む．チャンバーの上部から葉に光を照射する．現在では，光合成測定システムは携

帯型の機種（例えば，米国 Li-Cor 社，英国 ADC 社など）が主流となっており，それらは LED
を用いた人工光源によって，葉に照射する光強度（光合成有効波長域 400～700 nm の光量子束

密度；photosynthetically active photon flux density，PPFD と略記，あるいは光合成有効放射；

photosynthtically active radiation，PAR と略記）を制御できる．また，人工光源を取り外して自然

光による測定も可能である．10 年ほど前までは，実験室内に上記の機器を手製のチャンバーに

接続して測定システムとしていた．光源にはメタルハライドランプやスライドプロジェクター

を用い，光強度は寒冷紗などのフィルターを用いて調整していた． 
光合成速度，あるいは呼吸速度は，葉を挟んだチャンバーの前後の CO2 濃度の差から算出す

る．携帯型光合成測定システム（例えば，Li-Cor 社；LI-6400）は，システム内を流れるガスの

流路を 2 系統もつ．システム外からポンプによって引き込まれた空気は流量計を経て，一方は

葉を挟むチャンバーを経由し，他方はチャンバーを経由しないで直接ガス分析計に流れる．前

者をサンプル・ライン，後者をリファレンス・ラインと呼ぶ．チャンバーに挟んだ葉が光合成

や呼吸をしていれば，これら 2 系統の流路を流れる空気の CO2濃度には差が生じる．この値と

流量，葉面積から光合成速度や呼吸速度を算出する．これらの速度の算出は自動的に行われる

が，添付のマニュアルに必ず計算式が載っているので，予め測定原理を理解しておくことが望

ましい．測定原理の詳細は Field et al.（1989），生理学的な解説は寺島（2002）を参照されたい． 

       図 5.2 光合成速度（個葉のガス交換速度）の測定システムの基本構成． 
 
（2）光－光合成曲線の測定 
  光合成速度と葉面に達している光量子束密度との関係を光－光合成曲線と呼ぶ（図 5.3a）． 
測定中は光強度以外の環境条件，すなわち，葉に供給する空気の温度や湿度，CO2 濃度はでき

るだけ一定に保つ．光－光合成曲線を測る際には，葉に照射する光量子束密度を徐々に弱める

方法と，強める方法がある．前者の方が 1 つの光－光合成曲線の測定にかかる時間は短い．な
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ぜならば，光合成速度を大きく制限する気孔開度（気孔コンダクタンス）は光量子束密度に依

存して増加するが，光を受けてから気孔が開くのには，時間がかかるからである．従って，光

量子束密度の高い条件での光合成速度から測り始めた方が作業の効率は良い．ただし，暗い実

験室に置いていた植物に急激に強い光（例えば，1500μmol m-2 s-1以上）を照射すると，葉温が

上がるために気孔が開きにくくなり，かつ，光合成システム（光化学系 II）が傷害を受ける（「強

光阻害」）ので，光合成速度が測りにくくなるので注意を要する．以下に，筆者が光－光合成

曲線を得る手順を，陽当たりの良い場所で育った葉（「陽葉」と呼ばれる）を例に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5.3 日当たりの良い環境で生育したシラカンバの葉の光－光合成曲線（a）と葉内二酸化炭素
濃度－光合成曲線（b）.   
3～4 枚の葉について測定を行った．光－光合成曲線は CO2濃度 370μmol mol-1で測定し，葉内二酸化炭素濃度－

光合成曲線は光量子束密度 1000μmol m-2 s-1で測定した．両方とも葉温は 20℃とした．光－光合成曲線は式(5.2)
で近似した． 

 
 まず， 初に 500μmol m-2 s-1程度の光を 30 分程度，葉に照射する．この間はシステムと材

料を放っておくのではなく，常に光合成速度や気孔コンダクタンスの数値をモニターする．数

値のモニタリングは，表示値を見ても良いし，グラフ化するとわかりやすい．光を照射してし

ばらくすると，光合成速度や気孔コンダクタンスは上昇を始める．やがて，これらの上昇が鈍

くなり数値は安定する．ここまでで短くて 30 分，長ければ 1 時間は要する．数値が安定したら，

葉に照射する光強度を上げる． 初に 500μmol m-2 s-1で測っていたのなら，次には 800～1000
μmol m-2 s-1の光を当てる．もし，材料としている葉の光飽和点が 500μmol m-2 s-1よりも高け

れば，光を強めると再び光合成速度や気孔コンダクタンスは上昇することがある．ここで，ま

た平衡状態になるのを待つ．次に，1500～1800μmol m-2 s-1 程度まで上げて測定値を記録する．

この後は，再び， 初の光量子密度で数値を取り， 初の数値と比較する．ここまで進めば，

光－光合成曲線の光飽和点より少し下から飽和域までのデータが取れたことになる．さて，こ

れ以後は，段階的に光を弱めていけば良い．筆者は多くの場合，500，800，1000，1500，（1800），
500，300，200，100，60，40，20，10，0 μmol m-2 s-1というような順序の光強度で光合成速度

を測る．特に，100μmol m-2 s-1 以下の弱光域では細かく点を取れば，光－光合成曲線の初期勾

配を求める際の精度が上がる． 後の 0μmol m-2 s-1での値は暗呼吸速度になる． 
  光－光合成曲線は，以下の Thornley（1976）の非直角双曲線によって近似する． 
 
    A = [αI + GAmax – {（αI + GAmax）

2 – 4θαIGAmax}]/2θ - R              （5.2） 
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A は純光合成速度，αは光－光合成曲線の初期勾配，I は光量子束密度，GAmaxは総 大光合成

速度（光飽和時の純光合成速度と暗呼吸速度の和），R は暗呼吸速度，θは光－光合成曲線の

曲度を示す．ただし，式（5.2）で算出されるαは光合成特性によっては過大評価される可能性

が高いので，光合成量のモデリングを行う場合には，式（5.2）のαには光量子束密度 0～60μ
mol m-2 s-1程度の弱光域で直線回帰して求めた数値を用いる． 

 
（3）温度－光合成曲線の測定 
 葉温や葉の周囲の気温と光合成速度の関係を温度－光合成曲線と呼ぶ．多くの場合は，葉温

を用いるが，生態系レベルの CO2フラックスや一次生産量のデータの解釈などを目的とする場

合には，気温と光合成速度との関係として把握することが有効な場合もある．ただし，野外で

の気温と葉温との関係は，日射量や湿度の影響を受けることを認識しておく必要がある． 
 温度－光合成曲線を測る際には，温度以外の環境条件がほぼ一定になっている必要がある．

多くの場合は，光合成速度が十分に飽和する光量子束密度の下での光合成速度を温度を変えて

測定する．より精度の高いモデリングを目指すのであれば，上記の光－光合成曲線を様々な温

度条件の下で測定すれば，任意の光強度の下での温度－光合成曲線が得られる．また，同時に，

温度－呼吸曲線を得ることも可能である（Matsumoto et al. 2000）． 
  温度－光合成曲線だけを測定する場合には，以下のような手順を取る．自然環境下での平均

気温が 25℃， 低および 高気温がそれぞれ 10℃と 35℃の場合で説明しよう．まず， 初に

チャンバーに供給する空気の温度を 25℃に設定する．システム内の温度が安定したら，チャン

バーに葉を挟み，光合成速度が安定するのを待つ．値が安定したら，それを記録し，チャンバ

ーの温度を 10℃まで下げる．温度を変える時に，葉をチャンバーから出す必要はない．ただし，

温度設定を変えた場合には，測定システム内が設定温度で安定する時間と，光合成反応が安定

する時間を要するので，ねばり強く待つこと．10℃での測定値を記録したら，あとは，5℃程度

の間隔で温度を上昇させ，測定を行う．気温 40℃での測定が済めば終了である．得られたデー

タは二次曲線で近似することができる．25℃での測定後に温度を上げて高温時の測定をしてか

ら，順次，温度を下げていく方法もあるが，葉温の上昇に伴って，葉－空気間の飽和水蒸気圧

差（Vapor Pressure Deficit，VPD）が増加する．VPD の増加は蒸散速度の上昇を招き，気孔コン

ダクタンスの低下を誘因する．一度閉じた気孔が再び開くまでには時間がかかるので，温度を

下げた場合の光合成速度が低く測定されてしまうことになる．また，高温耐性が弱い葉では，

高温で傷害が生じることもある． 
  温度－呼吸曲線を測定する場合には，葉に光を照射しないで上記の要領で測定を行う．曲線

は指数関数で近似することができる． 
 
（4）CO2－光合成曲線の測定 
  CO2－光合成曲線は，葉に供給される空気がもつ CO2濃度（Ca：ambient CO2 concentration）

と光合成速度との関係を示す場合と，葉内 CO2濃度（細胞間空隙の CO2濃度，Ci：intercellular CO2 
concentration）との関係を示す場合がある（図 5.3b）．従来，CO2－光合成曲線は，光合成速度

が気孔開度を介した CO2の葉内への取り込み量によって，どれだけ制限されるかを生理学的に

解析する目的で測られるため（Farquhar and Sharkey 1982），光合成速度と Ci との関係（A－Ci
曲線と呼ばれる）を表すのが一般的であった．しかし，生態系レベルの研究を目的とする場合

には，Ca との関係として表すのが適している．チャンバーに供給する空気の CO2濃度を変化さ

せることによって測定する．光や温度，湿度は一定に保つ．測定時の光量子束密度は，光合成
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速度が飽和するのに十分なレベルとし，温度は光合成の 適温度や自然環境下での平均気温と

する場合が多い． 
  初に，通常の大気 CO2 濃度（例えば 370μmol mol-1）の条件を設定し，光合成速度を測る．

次に CO2濃度を変えるのだが，高い濃度から下げていく方法と低い濃度から上げていく方法の

2 通りある．どちらの方法でもデータは取れるが，葉に供給する CO2濃度が高いほど気孔コン

ダクタンスは下がる傾向にあることと，CO2濃度が低い条件で強光が当たっていると強光阻害

が起きやすいこと（Muraoka et al. 2000）を認識しておく必要がある．筆者は，まず，外気 CO2

濃度条件で測り，そこから 0μmol mol-1 まで下げ，100μmol mol-1 程度の間隔で上げながら測る

ことが多い．ただし，低濃度での測定を行う場合には，チャンバーのガスのリーク（漏れ）に

注意せねばならない．このリークは，チャンバー内外の CO2 分圧に大きな差がある場合に無視

できない問題になる．特に，チャンバー内 CO2濃度を外気に比して非常に大きく変える場合に

は，システム外の CO2の吸引，あるいは，システム外への流出を防ぐために，チャンバー全体

をビニール袋で覆うなどの工夫が必要である．チャンバーのパッキングを予め新しい物に交換

しておくことも有効である． 
 
（5）自然環境下での光合成速度の測定 
  日当たりの良い場所の葉では，「昼寝現象」や「日中低下」と呼ばれる光合成速度の低下減

少が見られる．これらの低下の程度は，特に，日差しが強く気温の高い日に大きくなる．原因

としては，①日射量と葉温の上昇に伴う VPD の上昇が蒸散要求性を増し，それに対する反応と

して気孔が閉じ気味になる（Mott and Parkhurst 1991）ことによって Ci が低下すること，②真昼

の強光と高温により，強光阻害や酵素反応の不活性化が生じること，などが考えられている

（Valladares and Pearcy 1997，Muraoka et al. 2000）．前述した光－光合成曲線や温度－光合成曲

線と環境データによる光合成速度の日変化の推定だけでは再現できない日変化パターンもある

ので，生態系レベルのフラックスにおける林冠や草本群落の日当たりの良い部分の寄与を解析

するためには，実際の環境下での光合成および気孔コンダクタンスの反応を測定することが有

効である． 
  自然環境下での光合成速度を測定する場合には，チャンバーに装着してある人工光源を外し

て，透明な窓がついている部品に交換する．光合成速度の測定時の光量子束密度はチャンバー

内および外部の光量子センサ（5.3.1 節を参照）によって測定する．チャンバー内の葉が受ける

光は，自然の状態と同様にすることが望ましいが，太陽方位および高度との関係によってチャ

ンバーの縁が葉に陰をつくるので，筆者は測定中の葉面を太陽に向けるように調整している．

また，温度および湿度は，なるべく自然条件に合わせる．測定システムの温度制御を行わない

と日射によって温度が上昇してしまうので，筆者らは別途測定する気温データを参照しながら，

システムの温度制御を行うようにしている．湿度についても同様である．葉に供給する CO2濃

度については，測定の効率を優先させて，370μmol mol-1 に一定となるように制御している．

CO2 濃度も外気の状態を反映させたいのであれば，CO2ガスコントローラは使わずに，数リッ

トルのポリタンクに一度外気を溜めて，そこからチューブをシステムの外気採り入れ口に接続

すれば良い． 
  自然環境下での光合成の測定を行う場合には，1 枚の葉をチャンバーに挟みっぱなしにして

おいて連続的にデータを取る方法と，10～20 枚程度の葉を予め選んでおいて，一定時間ごとに

順番に測定する方法がある．前者の場合には，環境条件の時間変動に対する光合成速度の反応

を詳細に把握できるが，選んだ葉の反応特性が全体を代表し得るかどうかが疑わしい場合もあ
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る．一方，後者の場合には，測定間隔が空いてしまうが，できるだけ多くの葉を測ることによ

って対象としている植物の反応特性の範囲を把握することができる．生態系レベルの研究を目

的とするのであれば，後者の方法を勧める．ただし，チャンバーに葉を挟んでから安定するま

での時間（おそらく 30 秒から 2 分程度）は，測定時の環境条件や植物の反応特性によって異な

る上，記録すべき測定値を判断する基準を身に付けておく必要があるので，測定は容易ではな

い．予め，測定対象とする葉と似たような環境に着いている枝を採取し，実験室内でいくつか

の温度条件下での光―光合成曲線の予備測定をして，特定の光や温度条件下での光合成速度や

気孔コンダクタンスの数値を把握しておくことが望ましい． 
  図 5.4 に筆者らがシラカンバを対象にして測定した例を挙げた．樹冠の南側の日当たりの良

い 20 枚程度の葉を決めておいて，夜明けから夕方まで約 30 分から 1 時間ごとに測定したもの

である．光合成速度および気孔コンダクタンスは午前中の早い時刻に 大値に達し，その後，

光や気温の上昇に伴って光合成速度や気孔コンダクタンスは低下した． 
  図 5.5 には，この測定結果から作成した光－光合成曲線（式 5.2 で回帰）と光条件のデータか

ら推定した光合成速度の日変化を併せて示した．日当たりの良い場所の葉の光合成速度は，光

の日変化パターンと光－光合成曲線だけでは説明のできない変動を示す．これら 2 パターンの

光合成速度を日積算光合成量として積算すると 20～30％の誤差を導く． 
  野外における光合成速度の日変化パターンの原因を考えるために，測定時の光や温度との関

係としてプロットしてみた（図 5.6）．太陽高度と気温の上昇に伴う葉温の上昇によって，VPD
が上昇する（図 5.6a）．VPD が上昇すると，蒸散による水分損失が増えるので，それに対して

気孔が閉じようとする（図 5.6b）．光合成速度は気孔コンダクタンスに強く依存する（図 5.6c）
ので，結果として，光合成速度が十分に飽和する光が与えられていても，光合成速度は低下し

てしまう（図 5.6d）．このように日向の葉の光合成速度は光のみならず，温度や湿度の影響を強

く受ける（Ishida et al. 1996，Muraoka et al. 2000）． 
 
 
 
 
 
図 5.4 シラカンバの樹

冠の南側の葉の光合成

速度（d），気孔コンダ

クタンス（e），蒸散速

度（f）の日変化． 
20 枚の葉について 30 分から

1時間ごとに繰り返し測定を

行った．測定時の光は自然光

を用いた（a）．光合成測定シ

ステムの気温は別途測定し

たものに合わせた（b）．図 a
および b 内の●は光合成速度

の測定時に光合成測定シス

テムで測定した光量子束密

度と気温を示し，実線は光合

成測定を行った樹冠近傍で5
分間隔で測定した光量子束

密度と気温を示す． 
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 森林生態系の CO2フラックスは，林冠の内部や林床などの日陰で生きる葉の光合成速度にも依

存する．これらの光合成速度の推定は，任意の場所での光条件のデータを測定し，また，その近

辺の葉の光－光合成曲線を得ることによって可能となる．当然，温度も影響するが，日向ほどで

はないと考えられる．しかし，光合成特性は季節的にも変化するので，季節毎に光－光合成曲線

を測定することが精度の向上には必要であろう．これは日向の葉についても言えることである．

また，日陰の葉の光合成特性は，日向の葉のものとは異なることも十分に認識しておく必要があ

る．生育場所の光環境に応じた葉の光合成特性の違いは，「光馴化」として知られている（寺島 
2002） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.5 連続測定した光量子束密度（a）と野外で測定した光合成速度から得た光－光合成曲線（b）
を用いた光合成速度の日変化の推定例（c）． 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 

    
               図 5.6 日向でのシラカンバの光合成速度の日中低下の要因． 
    図 5.4d で示した光合成速度の日変化のうち，日中の 大値の前後の時間帯のデータを表した． 
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5.2.2 植物体の呼吸速度の測定 

 
  茎や根などの植物体の呼吸速度の測定には，上述の携帯型光合成測定システムをそのまま用い

ることはできない．システムの仕組みを利用できるようなチャンバーを自作するか，あるいは，

冒頭で述べたようにガス分析計を含む様々な機器および自作のチャンバーからなるシステムを作

成する必要がある．呼吸の測定は，光合成とは違って光や湿度の影響は（ほとんど）考えなくて

よいので，システムの構築は比較的容易である．システムの基本原理は光合成測定用のものと同

様であるが，チャンバーの形状として円筒が適している．材料に合わせた大きさの円筒を用意し，

両端はガスの流出入のためのチューブを通したゴム栓でふさぐ．チューブを通す際に根や茎の温

度を測定するための熱電対を通しておくと良い．円筒の温度制御には水槽を用いる．円筒が十分

に浸る程度に水をはり，その水温を制御すれば，円筒内の植物体の温度も変化する．ただし，円

筒内やチューブに水が流入すると流量計やポンプ，ガス分析計の故障の原因となるので，取り扱

いには注意しなければならない．円筒とゴム栓，あるいは，ゴム栓とチューブの隙間を埋めるた

めには，パテやパラフィルムが適している．自作のガス交換測定システムによって測定した光合

成速度や呼吸速度の計算は，Field et al. (1989）を参照されたい． 
 
5.2.3 土壌呼吸速度の測定 
 
 土壌呼吸（soil respiration，SR）は，生態系炭素循環において，純一次生産（NPP）と並んで重

要なフラックスであり（図 5.1），土壌生態学では土壌微生物活性を知るための重要なパラメータ

となっている．土壌呼吸とは生物の呼吸作用によって土壌から放出される CO2量のことであり，

主として土壌微生物と植物根の呼吸に由来すると考えられている．従って，水分や温度などの環

境要因によって強く影響を受ける．例えば，温度の上昇に対して土壌呼吸は指数関数的に上昇す

る．また，熱帯では，温度変化が小さいため土壌水分の影響が強く現れるが，寒帯・北方域では，

土壌水分の変化が小さいため土壌温度に強い影響を受ける． 
 測定方法は様々なタイプのものが開発され，チャンバーを用いる方法と Fick の法則から計算す

る方法に大別される（表 5.1）．多様なタイプを持つチャンバー法は，閉鎖系と開放系の 2 グルー

プに分けることができる．それぞれの方法には一長一短あって，どれが も優れた方法であるの

かを言及することは難しい．むしろ，研究の目的や調査地の条件によって使い分けることが重要

である．また，方法によっては，CO 2 以外のガスも測定対象となり得るので，そのことも知って

おくと研究の幅が広がる．ここでは，現在主流となっている測定方法と， 近注目されている新

しい方法について紹介する．それ以外の測定法については，Rolston（1986）を参照されたい． 
 
（1）密閉法 

 この方法は も安価で簡単な装置を用いて，比較的精度の高い測定を可能にするものであり，

おおよその土壌呼吸速度を知りたいときや，多点同時測定を行いたいときに使われる．しかし，

連続測定ができないので，詳細な日変化を調べるには不向きである．測定原理はきわめて簡単

である．チャンバーを土壌に被せて密閉状態にすると，土壌から放出された CO2がチャンバー

内に溜まって CO2濃度の上昇が生じる．この上昇速度を測定することにより，計算で土壌呼吸

速度を求めることができる（図 5.7）． 
  通常，チャンバーは二つの部分からなる．素材は直径 20cm 程度の塩ビパイプが加工しやす       

くて良い．幅 15～20cm ほどに切り分けたものをチャンバーの下枠として用いる．それとペア 
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                 表 5.1 土壌ガスフラックス測定方法の分類と特性 
 

チャンバー法 濃度勾配法 微気象学的方法

密 閉 型 開放型

非通気密閉法     通気密閉法 

 

密閉法 ｱﾙｶﾘ吸収法 通気法  LI-1600 AOCC法

 

 OTC法

Fickの法則に

より計算する

方法 

 

渦相関法 

測定精度 ○ × ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○/× 

多点測定 ◎ ◎ × ○ × ×/○ ○ －(広範囲) 

連続測定 × ○/× ○ × ◎ ◎ × ◎ 

環境改変 小 大 中 小 極小 小 無し 無し 

電    源 不要 不要 AC/DC DC AC AC/DC 不要 AC 

可 搬 性 ○ ◎ ○ ◎ × ○ ○ × 

コ ス ト 安 安 高 高 高 高 安 高い 

 

測定ガス 

CO2 

CH4 

N2O 

CO2 

 

CO2 

(CH4) 

CO2 

 

CO2 

CH4 

N2O 

CO2 

(CH4) 

CO2 

CH4 

N2O 

CO2 

CH4 

N2O 

森 林 可 可 可 可 可 可 可 可/不可 

草 原 可 可 可 可 可  可１） 可 不可 

生 

態 

系 
湿 原 可 可 可 可 可  可１）  可２） 不可 

  AOCC 法：自動開閉式チャンバー法，OTC 法：オープントップチャンバー法 

  1)時期によっては不可，2)積雪があれば不可 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.7 密閉法による土壌呼吸の測定手順 
 
にして，若干大きめの直径をもつ塩ビ製の蓋を作っておく．蓋には直径 5mm ほどの穴を二つあけ

る．一方の穴には柔らかいラバーを張り，もう一方の穴はビニールテープなどで仮閉じをしてお
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く．チャンバー下枠の下部を土壌に 5cm ほど埋め込む．土壌がコンパクトなときは，根堀などで

枠に沿って土壌に切れ目を入れるとよい．その後，土壌の撹乱の影響がなくなるまで，24 時間程

度放置する．測定時に蓋をして密閉系を作るが，そのときビニールテープをはがして，中の空気

を外へ逃がしながら蓋をする．この作業は蓋をする際にチャンバー内部に圧力がかかって土壌へ

空気を押し込むのを避けるためであり，テドラーバッグなどの圧力調節袋を利用する場合もある．

蓋をしたら再びテープでシールして，その瞬間からストップウォッチで時間を計る．その後，一

定時間毎にチャンバー内のガスを抜き取る．抜き取り間隔は土壌呼吸が大きいときは短く，小さ

いときは長くする．一般に，夏であれば 2～3 分，冬であれば 5 分程度で十分である．回数は 4 回

以上とするのが望ましい．ガスの抜き取りは，予め採血用針をラバーに刺しておき，そこからス

トッパー付のガスタイトシリンジや真空バイアルビンを使って行う．真空バイアルビンは真空凍

結乾燥機などを利用して作ることができる．採取するガスの量は少なければ少ないほど良い（5ml
程度）．CO2濃度はガスクロマトグラフや赤外線ガス分析計などで分析する．ガスクロマトグラ

フの検出器には熱伝導度検出器（TCD）を用いる．土壌呼吸速度の計算はチャンバー高とチャン

バー内 CO2濃度増加速度を用いて計算する．詳しい計算方法は，森林立地調査法編集委員会編

（1999），Mariko et al.（1994），Bekku et al.（1995）などを参照されたい． 
  密閉法は多点同時測定ができるので，土壌呼吸の空間的なバラツキを明らかにしたいときなど

に有効である．この場合，調査区内に一定間隔でチャンバーを設置して，短時間のうちに複数の

測定者がいっせいに測定を行う．また，密閉法と同種の方法として，アルカリ吸収法があるが，

この方法は測定値を過大評価する（Bekku et al. 1997）という報告と過小評価する（Pongracic et al. 
1997）という報告がある． 
 
（2）通気法 
  土壌呼吸の日変化や季節変化を解析するには，必ず土壌の温度や水分を同時にモニタリング

して，呼吸との関係を抑えておく必要がある．通気法は，土壌呼吸と環境要因を同時に連続測

定できるので，このような目的のときに有効な手法である（Nakadai et al. 1955）．図 5.8 は通気

法を用いた測定システムの模式図を示す（Mariko et al. 2000a）． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 5.8 通気法による土壌呼吸測定システムの模式図 
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  密閉チャンバーを土壌に被せるところまでは密閉法と同じであるが，通気法では入口と出口

が設けられている点が異なる．入口から外気を流すガス供給ラインと出口からガスを抜き取る

ガス採取ラインがある．ガスの供給と採取は別個のユニットで行われており，ガスライン切換

部によってどちらかのラインからのガスが赤外線ガス分析計へ導かれる．分析計からの電気出

力（CO2 濃度データ）と土壌温度データはデータロガーに記録される．なお，通気法は改良を

加えることにより，寒冷地における積雪を介した土壌呼吸の測定にも適用できる（図 5.9）
（Mariko et al. 2000b）． 

改良すべき点の一つは，冷気によってガスライン内部が結露・凍結しないようにヒーター線

を入れておくことである．もう一つは，チャンバーを設置するときに積雪が撹乱されないよう

に，遠隔操作によるチャンバーの上げ下げを行うことである．ツンドラのようなところでは，

別の方法が使われることもある．これは，Li-Cor 社製の携帯型光合成測定装置（LI-6200，また

は LI-6400）に専用の土壌呼吸チャンバーを装着して測定する方法である（Oechel et al. 1997）． 
  現在，通気法は も信頼度の高い方法の一つであるとされている．しかし，密閉系であるが

ゆえに，チャンバー内部圧の不安定性からマスフローを生じること，温度や水分の条件が周囲

と異なってしまうこと，降雨による影響を評価できないことなどの不備が指摘されている．こ

の不備を解決するべく開発されたのが，次に述べる新しい測定法である 

 

（3）新しい測定法 
   オープントップチャンバー法（open top chamber method，OTC 法）は Fang and Moncrieff（1998）

が提案した方法である．彼らは，チャンバー内部圧の変化によるマスフローを軽減させるため

に上部が開放したチャンバーを用いたのである．現在，オープントップチャンバーを用いたシ

ステム（写真 5.2）の有効性が検討されているところであるが，強風に弱い点が指摘されている．

図 5.9 オープントップチャンバー法により測定した土壌呼吸速度と土壌表面温度の日変化 
Ch1～9 はチャンバーの番号を示し，異なるポイントで測定したデータをしめす． 
測定場所：長野県菅平の冷温帯のススキ草原（2000 年 10 月測定） 
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それでも林冠が閉鎖した群落や葉群密度の高い草原などでは，その有効性が確認されている． 
図 5.9 は，筆者らが冷温帯ススキ草原で測定した土壌呼吸速度の日変化である．土壌呼吸速

度は土壌温度と同じパターンで日変化を示している．また，チャンバー間で約 2～3 倍以上もの

際があるが，これは土壌呼吸が極めて空間的バラツキの大きい性質をもつことを示している．

ある生態系の土壌呼吸量を推定する際に，こうした点データの平均値，あるいは，中央値を生

態系全体の代表値として用いるが，その際に空間的バラツキをどの程度評価できるかが，推定

の精度を規定することになる． 

オープントップチャンバー法は通気法の欠点をかなり克服できる方法であるが，チャンバー

の上部に漏斗状の覆いがあるため（写真 5.2），降雨の影響やリターフォールによる有機物供

給などを十分に考慮できない．そこで，筆者らは 1998 年より自動開閉式のチャンバーを用い

た新しい測定システムの開発を行ってきた．自動開閉式チャンバー法（automated open/closed 
chamber method，AOCC 法）による測定システムの概観を図 5.10 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 5.10 自動開閉式チャンバー法の土壌ガスフラックス測定システム 
 
 

自動開閉式チャンバーは，弁当箱の形をしていて，天蓋がモーターで自動開閉できる仕組み

になっている．測定中は天蓋が閉じて密閉系になり，その間はポンプが作動してチャンバーに

つながれたループ状のラインの中をガスが循環する．一定の時間間隔でラインから引き抜いた

ガスをガスクロマトグラフに注入して，CO2濃度の分析を行う．ガスの採取と分析は 4 回繰り

返され，環境データとともにコンピュータに記録される．チャンバーは４基あるので，以上の

プロセスが 4 回繰り返されて一巡の測定が終了する．全ての作業はパソコンと専用のプログラ

ムで自動的に行われる．このシステムを用いると，極めて精度の高い土壌呼吸の測定が可能と

なる． 近，類似した測定システムがカナダの研究グループによって開発され，精度の高い土

壌呼吸データが得られたことを報告している（McGinn et al. 1998）．一方，筆者らの測定シス

テムでは CO2だけでなく CH4と N2O の土壌フラックスも測定可能である．このように，優れた

特性を持つシステムであるが，欠点は高価であることと持ち運びができないことであり，これ

らは今後の課題となっている． 
 
 

5.3 環境要因の測定 
 
  光合成速度や土壌呼吸速度の測定と併せて，それぞれの生理特性を規定する環境要因を野外条
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件下で測定する必要がある．ここでは，土壌呼吸速度に主に影響を及ぼす環境因子である土壌温

度と土壌水分，および炭素固定量に影響を及ぼす光量子束密度の測定手法について解説する． 
 
5.3.1 光環境の測定 

 
  光環境の測定方法には様々なものがある（Pearcy 1989）．5.2.1 節で述べたように植物の光合成

反応は光合成有効波長域（400～700 nm）の光によって生じる．特に，660nm を中心とする赤色光

をエネルギーとする．従って，植物の光合成速度や量を説明，あるいは，推定するためには，専

用の光量子センサ（写真 5.3；Li-Cor 社，Skye 社，Delta-T 社，国内では小糸工業株式会社，株式

会社プリード，浜松ホトニクス株式会社など）を用いるのが一般的である．光量子センサはデー

タロガー（写真 3；Li-Cor 社や江藤電機株式会社など）に接続して値を記録する． 
  複数の場所での光量子束密度の時間変動を把握するためには，必要な数のセンサをデータロガ

ーに接続し，数秒～数分間隔で測定値を記録すれば，図 5.6 に示すシラカンバの例のように比較

的精度の高い解析が可能になる． 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

写真 5.3 光量子センサとデータロガー，全天写真解析ソフトの操作画面の例． 
 

購入可能なセンサ数に限りがある場合には，次項でも紹介するような相対光量子束密度の測定

が有効である．2 個の光量子センサと 2 台のデータロガーがあれば良い．生態系外（例えば完全

な開放地や林冠の上）に対照値測定用のセンサとデータロガーを 1 組設置し，5 秒程度の間隔で

自動計測する．他方のセンサとデータロガーによって測定対象地点での測定を行う．これら 2 地

点の距離は 1km 以内とする．植物群落内での光量子束密度は時間的変動が非常に大きいので（図

5.11），入射光量が比較的安定している散乱光条件（曇天）下で測定する．群落内での測定値と群

落外での測定値の比が相対光量子束密度になる．相対値の算出は，コンピュータに転送した各測

光量子センサ 

全天写真 

データロガー 

LI-190SA(Li-Cor 社) 

HemiView（Deta-T 社，UK） 

LI-1400(Li-Cor 社) サーモダック EF（江藤電気㈱） 
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定値の時刻を参照して行う．相対光量子束密度は，日積算光量子束密度の地点間の相対的な関係

と強い相互関係を示す． 
 近では，全天写真による光環境の推定も一般的になっている．全天写真の撮影には，視野角

180°の魚眼レンズを用いる．現在では，デジタルカメラと専用の魚眼レンズが市販されている（ニ

コン株式会社）．全天写真の解析には，市販あるいは研究者から入手できるソフトウエアを用い

る（写真 5.3）．前者については HemiView（Delta-T 社），後者は Winphoto（Dr. Hans ter Steege，
ユトレヒト大学，http://www.bio.uu.nl/~boev/staff/ personal/htsteege/htsteege.htm）が，撮影地点での

光量子束密度の時間変動までも推定できるものとして広く使われている．撮影時には，レンズが

水平であることを確認すること，写真の方位がわかるようにしておくこと， などを注意すれば

よい．また，撮影は曇天下で行うことが望ましい．太陽が写ってしまうと，その周辺の植物体（枝

葉）の像が白くとんでしまうからである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図 5.11 開放地および林床における光量子束密度の日変化の例． 

測定は真夏の晴天日に行った．5 秒間隔で測定したデータに基づいて，1 分間隔の測定値をプロットしてある． 
 
5.3.2 土壌温度 

 
  土壌温度を計測するためのセンサを土壌中に埋設し（例えば，地中 1，5，10，20cm），センサ

を記録計（データロガー）に接続し，各深さの温度をモニターする．埋設は土壌断面を作成して

非撹乱面に温度計を差し込み，その後，穴を埋めもどす．あるいは，細い穴を鉛直に開け，穴に

温度計を差し込み，その後，穴を同じ土で埋める．後者は深くなると土壌との接触が不十分にな

るので注意が必要である．通常，測定用のセンサとして熱電対，測温抵抗体サーミスタ，などが

用いられており，それらの測定方法について以下に解説する． 
 
（1）熱電対 
 熱電対温度センサは通常 2～6mm 程度の測温部直径を持ち，センサからは 2 本の異金属（一

般に，銅・コンスタンタン）からなる出力ケーブルが引き出されている．これを熱電対測定機

能を持つ冷接点温度補償型記録計に接続して土壌温度を測定する． 
 

（2）測温抵抗体 
 測温抵抗体は，熱電対と同程度の大きさを持ち，3 線式と 4 線式がある．なお，測定原理と

測定方法の詳細については，森林立地調査法編集委員会編（1999）や渡部一郎編（1987）を参

照されたい． 
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（3）サーミスタ 
  サーミスタはステンレス保護管に納められ，2 本の導線が引き出されているので，サーミス

タ測定機能を持つ記録計に接続して土壌温度を測定する． 
 
5.3.3. 土壌水分 

 
  ここでは，取扱いの容易さおよび時間分解能の高さから急速に普及した TDR 水分計とテンシオ

メーターについて解説する． 
 
（1）TDR 水分計 
  TDR 法（Time Domain Reflectmetry）（図 5.12）では，土壌に挿入したプローブに電磁波パル

ス（1MHz～1Ghz）を送り，パルスがプローブの先端で反射して往復する時間から，土壌中の

電磁波の伝導速度を測定し，土壌中の誘電率を測定する．この誘電率を予め求めておいた較正

関数により，土壌含水率を推定する． 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 5.12 TDR 水分計の模式図 

 
  TDR 水分計には，IMKO 社の TRIME や Campbell 社の CS615 など多くの市販品があるが，自

動記録にはデータロガーが必要である．プローブ（水分センサ）の長さは 5～100cm と様々で，

測定目的に応じて使い分ける必要がある．土壌水分の測定範囲は，おおむねプローブ間隔の 2
倍を直径とする円柱状の領域となる．プローブを土壌中に挿入するときには，プローブの付け

根まで隙間が生じないように押し込む．深い部分に埋設する際には，土壌断面を作成して非撹

乱面にプローブを差し込み，その後，穴を埋めもどす． 
 
（2）テンシオメーター 
 土壌水ポテンシャルの測定には，テンシオメーターを用いるのが一般的である．この方法で

は，先端に素焼きのポーラスカップを取り付けた管を土壌中に埋設し，ポーラスカップを介し

て土壌水と水理的に連続した管内の水の圧力（張力）を測定する．圧力測定には圧力ゲージや

圧力センサを用いる．データロガーと組み合わせることにより自動計測も可能である． 
ポーラスカップは，カップの中心が測定深度になるように土壌に挿入する．挿入の際，カッ

プが土壌と密着するように，予めカップの外径よりやや小さい穴を開けておく．なお，測定原

理と測定方法の詳細については，森林立地調査法編集委員会編（1999）や土壌環境分析法編集

委員会（1997）を参照されたい． 
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5.4 植物の純一次生産（NPP）の測定 
 
 一次生産はヒトを含むすべての生物のエネルギー源であることから，1960 年代にはこの量を明

らかにしようとする気運が全世界的に盛り上がり，国際生物学事業計画（International Biological 
Program，IBP）が開始された．その結果，様々な植生における純一次生産（NPP）が明らかにさ

れ，世界の植生の生産力（productivity）の推定値を得るに至っている（Lieth 1975，Whittaker 1979）． 
 NPP の測定方法は，式（5.1）が基本となっており，そこから 2 つの方法が導かれる．一つは，

バイオマス（植物体乾燥重量）を測定することを基本とした手法である．これは積み上げ法

（summation method）と呼ばれ，生態系の種類にとらわれず， も広く用いられている方法であ

る．他方は，光合成量と呼吸量に着目して，理論的な数理モデルを構築して計算する方法である． 
 
5.4.1 積み上げ法 

 
 積み上げ法は，収穫法（harvest method）または現存量法（standing crop method，biomass method）
とも呼ばれる．積み上げ法の原理は次式で表される． 
 
     NPP = GPP – R = ΔW + L + G                                                （5.3） 
 
このように，式（5.3）は式（5.1）を変形したものである．ΔW は t1から t2間の現存量 W の変化

（W2-W1），つまり成長量を示している．L と G はその間の枯死・脱落量と草食動物のグレイジ

ングによる被食量である．L と G を加算するのは一見不合理に見えるが，ΔW を W2-W1として求

める際に，現存量の損失量を埋め合わせるために必要である．以上の測定原理については，前述

した IBP において，一次生産に関する諸量の概念や定義の詳細な検討が行われた際に確立された

ものであり，その詳細は他書を参照されたい（木村 1976，岩城 1973）． 
 ΔW の求め方は現存量の変化を適当な時間間隔をおいて調べればよい．森林の場合であれば，

一定面積内に生育する全ての樹木の胸高直径・樹高と，この中から選んだ数本の標準木と現存量

のアロメトリーから，それぞれの木の現存量が明らかとなり，森林の現存量はこれらの和として

求められる．あるいは，標準木について樹幹解析を行うことによって，林木の材部の成長曲線が

得られ，それを用いてΔW を求めることができる．さらに，草原であれば，層別刈取り法を用い

てΔW を直接測定できる（岩城 1973）．このとき，根の成長量は掘り取って調査するが，測定値

は不正確になりがちである．厳密が求められる場合は，root ingrowth bag method や minirhizotron 
camera system を用いて推定することもある（Upchurch and Ritchie 1984）．なお，枯死・脱落量と

被食量の測定と 近指摘されている問題点について，以下に詳述する． 
 
5.4.2 枯死・脱落量（L）の測定 

 
 何百年，何千年も生きる樹木であっても，毎年体の一部を作り変えるし， 終的には枯死して

いく．枯死した部分はいずれ脱落し，土壌の非生体有機物（デブリ，debris）の一部となる（図

5.1）．土壌有機物中の炭素は，腐食連鎖を通じて，再び大気に戻されていく．このプロセスによ

る炭素の放出は生態系の炭素循環においてきわめて重要なフラックスである（測定法については

5.2.3 節を参照）． 
 木村（1976）によれば，枯死・脱落量を推定するには，以下の 4 つの方法がある． 
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 ① 落葉を直接採集するリタートラップ法 
 ② 枯死体の現存量から推定する方法 
 ③ 層別刈取り法による推定法 
 ④ 成育期間中の個体数の減少をもとに推定する方法 
 
 ここでは， もよく使われるリタートラップ法による推定方法を紹介する．その他の方法につ

いては，木村（1976）や生態学実習懇談会（1967）を参照されたい． 
 
（1）リタートラップ法 
 リタートラップ法とは，リタートラップ（litter trap）と呼ばれる捕集装置を使って，落下す

る植物体地上部（葉，茎，花，種子，樹皮など）を捉え，リターフォール量を測定する方法で

ある．現在のところ も簡便，かつ，効率よく測定できるので，広く採用されている．詳しい

解説書も多いので，ここでは概要を記述するにとどめたい（木村 1976，森林立地調査法編集委

員会編 1999，片桐 1999）． 
  リタートラップは一定面積の受け口をもち，袋状のネットを張った枠である（写真 5.1）．ネ

ットはサラン製やポリエステル製の目の細かい布か，メッシュサイズ＃300 程度の寒冷紗を使

う．枠の形状は捕捉量に有意な影響を与えないので，どんなものでも良いが，普通は方形や円

形のものが多い（斉藤 1972）．円形のトラップはネットを筒状にして底を紐で縛っておくと回

収が楽である．また，風で飛ばされないように，底を軽く地面にとめておくとよい．枠の面積

は 0.5～1 m2 程度あればよいが，枠面積の合計が調査区の面積の 1％上になるように，数を調節

することが望ましい．95％の信頼度で相対誤差を 10％以下の精度を得るには 20 個以上設置し

なければならない．一方，閉鎖した森林であれば，6～7 個程度で十分であるという意見もある．

個々のリタートラップは地上 1m 程度の位置に設置する．ただし，それより低い林床植物のリ

ターフォールを測定するには，地面に直接置けるように平型の枠にネットを張ったトラップを

用いる．その場合，地面にネットが触れないようにしておくことが重要である．次に，設置場

所の決定法には，①ランダムに置く方法，②一定間隔に置く方法，③調査区内の小区画毎に一

つずつ置く方法などがある．また，樹木の個体サイズや分布などの影響により，リターの面的

なばらつきが大きい場合には，幹に接するトラップと樹冠の周辺下に置くトラップを対にして

設置する方法もある． 
回収間隔はトラップ内のリターが多少の溶脱や分解を受けるので，1 ヶ月以内が望ましい．

回収したリターは研究の目的に応じて，樹種，器官ごとに分けたのち，乾燥機に入れ，60～80℃
で 3 日間程度乾燥させて重量を測定する．炭素ベースで表したければ，資料を粉砕したのち，

炭素分析計で炭素含量を測定しておく（写真 5.1）． 
以上，述べたリタートラップ法は，主として森林群落において適用される．草原では植物の

密度が高いため，森林で用いるような形状のリタートラップを設置するのは難しい．そこで，

地上部の成長が始まらない早春に，防鳥網などのような網目が荒い（1～3cm 程度）ネットを地

表面に固定して，シュート（茎・葉）が網目を通過して伸長できるようにする．その後は，群

落の成長に伴ってネット上に落下するリターを定期的に回収していく．  
調査区全体のリターフォール量を推定するには，リタートラップのリター量と全枠面積をも

とにして計算する．こうして測定された例が，図 5.13 である．この図が示すように，リターフ

ォール量には季節変化があり，通年の測定が必要である．また，森林においてリタートラップ

法で測定される量は「落下量＝枯死量」ではない（木村 1976）．葉であればこの等式は成り立
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つが，枝は枯れても数ヶ月から数年の間は落下しないので，等式は成り立たない．枯死した枝

の落下量は台風などの風の強い日に多い．図 5.14 で 5 月と 9 月に多いのはそのためでる．また，

強風は生きた枝葉も落下させるので，落下量の季節変化は枯死量の季節変化をそのまま示すわ

けではない．そこで，リターフォール量の正確な推定には 1 年間だけでは不十分であり，数年

間続けて測定を行わなければならない． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5.13 冷温帯アカマツ林におけるリターフォール量の季節変化 

 
（2）炭素循環における真の枯死・脱落量 
 上述したように，植生の生産力を推定するためには，現存量の変化として測定される成長量

に，その期間内の枯死・脱落量を加える必要がある（式 5.3）．このとき，枯死・脱落量は植物

体から脱落，または，放出されるすべての有機物質が含まれるはずである．しかし，これまで

の枯死・脱落量の捉え方は，現在の炭素循環研究において，以下に述べるような不十分な面が

ある． 
まず，枯れ木の量の推定に関する問題である．枯死・脱落量の評価は測定可能な地上部に限

られることが多いが，リタートラップ法と層別刈取り法による推定値は，手法上の制約から測

定対象となるのは枯れた葉と小枝であり，大きな枝や幹の枯れ木は含まれない．自己間引きの

激しい若い森林では，枯れ木の量は無視できない量になるはずである．従って，枯れ木の量の

推定は真の枯死・脱落量を推定する上で重要であるが，その量がどの程度であるか，厳密に測

定された例は少ない． 近，米田（1998）が枯れ木の量を推定する方法を紹介しており，今後

は，こうした方法を用いてデータを蓄積していくことが求められている． 
次の問題点は，地下部の枯死・脱落量についてである．これまでに述べた地上部の枯死・脱

落量は狭義の枯死・脱落量と言える．本来ならば，地下部の枯死脱落量も加えなければならな

いが，直接的な測定はきわめて困難であるため，この量が含められることは少ない．地上部/地
下部（T/R）の比と地上部枯死量/地下部枯死量の比が同じであると仮定して推定することもあ

るが，厳密さに欠けるという批判もある． 
  後に挙げる問題点は，水耕栽培やアイソトープを用いたトレーサー実験で明らかにされて

いるように，根からの有機物質の浸出現象（exudation）やガス化した炭素（エチレンなど）の

放出現象についてである．根からの浸出・放出物は，発芽後数週間の実生では根量の 6 割を占

める場合もある（Newman 1985）． 近，多くの研究者が様々な角度からこの量の重要性を指

摘している（Chen 1999，Noordwijk 1998）．例えば，Koch and Mooney（1998）は，野生植物が

高 CO2環境におかれたとき，光合成の増加から理論的に予想されるバイオマスの増加が実測値
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では検知できない事実を述べている．彼らは，理論値から実測値を引いた量の光合成産物が根

から逸出しているためでないかと推論している． 
  以上述べたように，枯死・脱落量の推定は地上部の枯死量だけでなく，地下部の枯死量，さ

らに，地下部からの有機物放出量を含めて行われるべきであろう．より真の値に近い評価がな

されたとき，炭素循環研究における生産力と土壌有機物の分解との関係は再評価される可能性

がある． 
 
5.4.3 動物による被食量（G）の推定法 

 
  生態系では一次消費者である植食性昆虫や動物の摂食活動により，生産された植物体の損失が

起こる（図 5.1）．この損失量を被食量（式 5.3 の G）といい，NPP に占める割合は耕地，砂漠と

ツンドラ，森林，草原で，それぞれ 1％，2～3％，4～7％，1～15％と見積もられている（Whittaker 
1979）．植食性昆虫などの異常発生のときや家畜が放牧される草地において，これらの値はさら

に大きくなる．従って，被食量は積み上げ法による一次生産量（NPP）の推定の際に補正すべき

項目として重要であるが，その正確な推定はきわめて困難であり，標準的な調査方法は今だに確

立されていない． 
  現在用いられている被食量の推定方法には，次の 3 つがある（木村 1976）． 
 
  ① 植物体に残された動物の食い跡から推定する方法 
  ② 動物の排出する糞の量から推定する方法 
  ③ 動物個体群の動態や代謝量の研究から推定する方法 
 
 これらのうち，一般的に良く用いられる①と②の方法について以下に解説する． 
 
（1）植物体に残された動物の食い跡から推定する方法 

この方法は森林と草原の両方で行われている．まず，葉を刈取って全葉面積を求めておく．

次に，そこから食い跡をもつ葉の食痕面積を測定する．食痕面積はトレーシングペーパーや感

光紙に写し取ったり，コピー機で写し取ったりして，面積計などで測定すればよい．あるいは，

スキャナーでコンピュータに読み取った画像を専用ソフトで処理して求めてもよい．こうして

測定した葉面積から食痕面積/（全葉面積＋食痕面積）の比を求める．この比と葉バイオマスの

データを使って被食量を計算する．同様の方法として，食痕のある葉と，大きさのほぼ等しい

葉をペアにして両方の葉の重量の差から被食量を推定した例もある．しかし，食痕面積から求

める方法は葉のみの被食量を推定しているに過ぎず，茎（樹木では幹や枝）や根の被食量は全

く推定できない．また，葉の基部を食われて葉が失われた場合は，本当に全部の葉を食べたの

か分からなかったり，見落としたりして，誤差を生じる原因となる．さらに，展葉途中の葉が

食われた場合は，その後の展葉によって食痕は拡大するので，これを測定した場合は過大評価

をまねく． 
 
（2）動物の排出する糞の量から推定する方法   

上述の方法の欠点を多少でも補うことができるのが，不消化率を利用した本方法である．こ

の方法では，主に昆虫の糞を採集し，その量と飼育実験で得たデータから被食量を算出する．

糞の採取はリターフォールと同様に，リタートラップ法で行えばよい．飼育実験は，ろ紙を敷
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いたシャーレなどに昆虫を入れて行う．昆虫と餌となる食草はあらかじめ生重量を測定してか

らシャーレに入れる．それらの一部は乾燥重量測定用に残しておく．1～2日間摂食させたのち，

昆虫の体重，食い残した餌の量，糞の量を乾燥重ベースで測定する．摂食した量（I），不良消

化により排出された量（糞量，NA）から不消化率 NA/I を算出する．次に，リタートラップで集

めた糞量と不消化率から，被食量を計算する．この方法を用いれば，葉以外の植物体の被食量

も推定できるが，完全に糞を集めることが難しいこと，依然として土壌動物による被食量はま

ったく推定できないことなどの問題点が残っている． 
 
労力と時間が許せば，以上の 2 つの方法を平行して行い，両推定値を付き合わせると良い． 

 
5.4.4 土壌有機物の分解量測定法 

 
  植物の枯死・脱落量を測定することの生態学的な意義は 2 つある．一つは，落ち葉の中の栄養

塩が，植物に利用可能な栄養塩へ回帰する量を明らかにできることである．他は，腐食連鎖に組

み込まれる有機物量（デトリタス，detritus）が明らかになることである．腐食連鎖の初期段階（例

えば，落ち葉［→ 微生物］→ ミミズ → モグラ）は，土壌が舞台となって行われる．土壌への

デトリタスの供給経路は，生物体の枯死や植物根からの物質の浸出現象である．まさに，土壌は

それらに依存して生活する微生物や動物が相互に関係し合って，死物圏と呼べるような世界を形

成しているのである．この腐食連鎖を通じて，分解者である微生物やデトリタス食者である動物

（detritus feeder または detritivore）は土壌有機物を 終的に CO2 まで分解していく．これより，土

壌有機物の分解を定量的に評価するには，分解量を有機物量の減少量として直接測定する方法と，

土壌から放出される CO2量から間接的に測定する方法がある．後者の測定法については，すでに

5.2.3 節で解説してあるので，ここでは前者のリターバッグ法について述べる． 
 リターバッグ法（litter bag method）とは，枯死体をネットに入れて消失量を重量変化として測

定し，分解速度を推定する方法である（生態学実習懇談会 1967，森林立地調査法編集委員会編

1999）．この方法は，土壌動物学や土壌微生物学の両分野において，それぞれの生物の分解機能

量を明らかにするのに用いられている．ただし，枯死体が消失する過程は生物・化学的分解過程

と物理的分解過程（風化，破砕，溶脱など）の両者を含んでいることに注意しなければならない．

つまり，リターバッグ法で得られる消失量は，生態学的に意味のある生物・化学的分解量と等し

いわけではない． 
 リターバッグの材質は土壌に長期間置いても腐りにくいナイロンやポリエチレン製のもので，

土壌と接触しやすいように柔らかい素材を用いる．バッグのサイズは枯死体よりも少し大き目と

するが，通常は縦，横とも 10～30 cm 程度で十分である．ネットのメッシュサイズは 1～4 mm 程

度が一般的であるが，実際には分解が進んだとき，ぼろぼろ落ちないことや調べたいデトリタス

食者が中に侵入できることを条件にしてサイズを決める（Swift et al. 1979）． 
 枯死体試料はリタートラップなどで集め，脱落直後のものを風乾して用いる．このとき風乾重

と乾燥重（80℃程度）との関係を求めておき，試料の重量を 80℃で乾燥した場合の重量に換算し

ておく．リターバッグの中に詰め込む量はリターフォール量や Ao 層のリター量を参考にして決

める．一回にサンプリングするバッグの数は 5～10 個とし，季節変化が求められるように 低で

も 1 年間放置して，一定期間ごとに回収する．回収後は，泥を落として乾燥機に入れ，乾燥重を

測定する．得られた結果は枯死体の残存率の季節変化としてまとめるのが基本である． 
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 リターバッグ法の欠点は，バッグ内が過湿になるなど，自然条件と異なる条件での分解を調べ

なければならないことである．この欠点を改良した類似の方法として，リターケージ法やリター

ボックス法がある．これらの方法では，ネットと枯死体が直接接触することはないので，過湿や

ネットによる押さえ込みの問題は，ある程度解決される．また，植物の種類によっては，リター

タッグ法と呼ばれる方法を適用できる．この場合，枯死体を直接地面に置くことができるメリッ

トがある．また，デトリタス食者の影響のみを調べるために，動物だけを殺す薬剤を用いた化学

的除去法もある．これらの方法についての詳細は，森林立地調査法編集委員会（1999）を参照さ

れたい． 
 
 
5.5 数理モデルによる純一次生産（NPP）の推定 
 
 近年，コンピュータの発達にともない，植物の物質生産過程を数学的にモデル化して，計算に

よる生産力の推定がさかんに行われている．植生の生産力は温度，光，水分によって決まるが，

気温，日射量，降水量の組み合わせである気候は地域によって異なるため，植生の生産力も地域

によって異なる． 
  種々の数式が提出されているが，これらは経験的なものと理論的なものがある．経験式とは，

少数の関係する項の測定値と実測された生産量，または，それに近い値を与えるように定められ

た係数を組み合わせたものである．例えば，一次生産量の推定モデルとして，以下に示すような

Lieth（1975）の Miami モデルや Uchijima and Seino（1987）の筑後モデルが有名である． 
 
5.5.1 経験的モデル 

 
  Miami モデルは，52 サイトで測定された NPP（g m-2 y-1）データと近くの気象観測所で観測され

た年平均気温 T（℃），および年降水量 P（mm y-1）とを関連付け作られたものである．NPP と気

象要素との関係は以下の式で示される． 
 
     NPP = 3000/［1+exp（1.315-0.119T）］                             （5.4） 
 
     NPP = 3000［1-exp（-0.111664P）］                                   （5.5） 
 
これらの数式モデルを用いて推定した全球の NPP の合計値は 63 Gt C y-1 である． 
  次に，全球規模の NPP を推定する目的で，Melillo et al.（1993）によって開発されたモデルを紹

介する．このモデルの特徴は様々な環境資源が含まれていることであり，次式で表される． 
 
     NPP = NPP（max）・PAR・LAI・T・CO2・H2O・NA                             （5.6） 
 
ここで，PAR は光合成有効放射（photosynthetically active radiation），LAI は葉面積指数（leaf area 
index），T は気温，CO2と H2O は大気 CO2濃度と H2O 濃度，NA（nutrient availability）は利用可

能栄養塩量を指数化したものである．Melillo et al.は，地球表面を 56,000 以上ものピクセルに分解

し，式（5.6）を使って全球 NPP を推定したところ，53.2 Gt C y-1になったことを報告している．

この値は Miami モデルの推定値よりも 10 Gt C y-1ほど小さい． 
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5.5.2 理論的モデル 

  
  後に，理論的なモデルとして，ここでは世界的にも有名な古典モデルの一つである Monsi and 
Saeki（1953）の群落光合成モデルを簡単に紹介する．このモデルは，群落生産の基礎的諸過程（光

合成・呼吸速度）とそれらを規定する環境要因との間の量的関係に基づいて作られている． 
  群落レベルでの光合成量の推定で も重要なのは，群落内での光強度の分布である．光量子セ

ンサを多数用意できれば，群落内の鉛直方向，および，水平方向にセンサを設置して光量子束密

度の連続測定によってモデルのための光データを得ることができるが，概して簡単ではない． 
Monsi and Saeki は，草本群落内での光の鉛直分布を得るために，様々な高さでの光強度とそれぞ

れの高さより上にある葉の総面積との間に特別な関係があることを見出した．この場合，光強度

は群落の真上での測定値を 1 して，群落内部での光強度はその値に対する相対値で表されている

（これを相対光量子束密度と呼ぶ）．また，ある高さ以上の葉面積は，単位土地面積あたりの葉

面積（葉面積指数）で表した．これらの関係は以下のような指数関数で近似できる． 
 
      I = Io exp（-KF）                                                         （5.7） 
 
ここで，I は任意の高さでの光量子束密度，Io は群落上部における水平面上の光量子束密度，F が

積算葉面積指数，直線の傾きである K は吸光係数である．吸光係数 K は群落によって異なる値を

持つ．K が小さいということは，群落内で光が弱まりにくく，群落下部が比較的明るいことを意

味する（群落光合成モデルの詳細は，門司・野本（1982）や黒岩（1990），広瀬（2002）を参照

されたい）．ただし，このモデルを利用するためには，層別刈り取り法（黒岩 1990 などを参照）

によって葉群の分布を測定する必要がある． 
土地面積あたりの葉面積は別問題として，単に単位葉面積あたりの生産量を推定する目的のた

めに光強度の鉛直勾配をモデリングするには，様々な高さでの相対光量子束密度を測定し，高さ

に対する曲線回帰によって経験式を求める方法もある．森林生態系の場合には，層別刈り取り法

は使えないので，リタートラップによって葉量を推定したり，キャノピーアナライザー（Li-Cor
社；LAI-2000）を用いて LAI（葉面積指数）を推定する方法がある．ただし，どちらの方法も葉

量の鉛直分布を測定できなかったり，推定値に大きな誤差を生じるなどの問題点がある． 
  群落内で任意の高さでの相対光量子束密度を測定したら，その値に群落外で数分間隔で測定し

た光量子束密度を乗じることによって，その場所での光量子束密度を算出できる．こうして求め

た光量子束密度を式（5.6）に代入すれば，光合成量が推定できる．ただし，森林生態系では，群

落内部の光量子束密度の時間的・空間的変動は大きいことに留意する必要がある．森林群落内の

ある位置に到達する光量子束密度は，光源となる太陽や林冠の枝葉の分布との位置関係によって

大きく変動するので，相対光量子束密度と群落外での光量子束密度から求めたパターンとは異な

る場合が多い．計算によって求めた光量子束密度は，日積算光量子束密度としては実測値と同程

度になるものの，各時刻での値，すなわち，瞬時値は概して高くなる．この数値を用いて光合成

量を推定すると，実際の光合成量の 2～3 程度になることもある（Sakai et al. 未発表）．求める精

度に応じた方法で光量子束密度の時間変動や空間分布を測ることが重要である． 
 一次生産量は，以上に述べた単位葉面積あたりの光合成量の推定値，および，茎や根のバイオ

マスあたりの呼吸量の推定値，単位土地面積あたりの葉面積や茎，根のバイオマスを集計するこ

とによって算出する．測定やモデリングの目的，生態系を構成する植物種によって，これらの生

理生態学的な測定手順や方法，材料の選び方，モデルのパラメータ設定は異なるので，測定デザ

インの詳細は各々の研究者が工夫する必要がある．また，携帯型光合成測定装置などでは，チャ
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ンバー内での葉の境界層抵抗を小さくするために流速を早くしてあるので，自然環境下で植物が

実現する光合成速度や蒸散速度よりも高い値になっている可能性が高い．測定値はあくまでもポ

テンシャルであるという認識も必要である． 
 
5.5.3 生態系モデル 

 
 近では，グローバルスケールで生態系の炭素循環を推定するモデルが構築され，世界の生産

量の推定や将来予測が行われている．こうしたモデルは，大気－植生－土壌の炭素循環過程の全

てを記述できる構造をもつが，植生による炭素の取り込みは Monsi and Saeki（1953）の群落光合

成モデルや Farquhar et al.（1980）のより理論的な個葉光合成モデルが用いられている．例えば，

Oikawa（1985）が熱帯林の炭素フラックスをシミュレーションするために開発したモデルや，そ

れをさらに発展させた Ito and Oikawa（2000）の SimCYCLE は Monsi and Saeki のモデルが基本と

なって作られたものである．これらのモデルと気候変化シナリオを用いて，温暖化などの環境変

化が世界の陸上生態系の NPP や NEP（生態系純生産量；5.6 節を参照）を，どのように変化させ

るのかをシミュレーションする研究が急速に進んでいる． 
 
 
5.6 生態系純生産量（NEP）の推定法 
 
 森林生態系の炭素固定・吸収能を評価するには，森林の生態系純生産量（net ecosystem production; 
NEP）を推定しなければならない．NEP は土壌を含めた生態系全体での炭素の収支を意味し，式

（5.8）で表すことができる． 
 
     NEP＝NPP－HR                                                  （5.8） 
 
     HR＝SR－RR                                                             （5.9） 
 
 ここで，NPP は森林内の全植物の純生産量，SR（soil respiration）は土壌からの二酸化炭素放出

量，RR（root respiration）は植物の地下器官の呼吸量，HR（heterotrophic respiration）は従属栄養

生物（土壌微生物と土壌動物）の呼吸量を表す． 
 すなわち，式（5.8）に示すように，生態系純生産量（NEP）は，すでに解説した NPP から HR
を差し引くことにより求めることができる．また，HR は直接測定する方法と，式（5.9）に示す

ように，SR から植物の地下器官の呼吸量（RR）を差し引くことで推定することができる． 
 
5.6.1  HR の直接測定法 

 
 対象とする生態系から採取した土壌コアを実験室に持ち帰り，土壌温度を制御しながら容積当

たりの CO2放出速度を測定する．測定原理は 5.2.2 節で説明した植物体の場合と同じである．ここ

で得られたデータを基礎に，対象とする生態系の HR を推定する．この方法は，①土壌を採取す

るために土壌撹乱があること，②土壌コアの呼吸速度が野外における HR を代表しているとは限

らない，などの問題点を含んでいる． 
 もう一つの方法は，トレンチ法を用いて野外レベルで HR を推定する方法である．対象とする

生態系の土壌に仕切り板などを挿入し，植物の地下器官を切断することにより，人為的に枯死さ
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せ，RR を停止し，野外レベルで SR を測定する．式（5.9）の RR はゼロと仮定されるので，ここ

で測定された SR は HR そのものと考えることができる． 
 
5.6.2  HR の間接推定法 

 
 式（5.9）の SR と RR をそれぞれ直接測定し，SR から RR を差し引くことで HR を間接的に推

定する．SR はすでに 5.2.3 項で述べた手法で測定する．さらに，RR は 5.2.2 節の測定手法を用い

て測定し，得られた単位重量当たりの呼吸速度に，地下器官の全現存量を掛けることにより RR
を推定する． 
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6. 渦相関法によるフラックス観測結果の解析事例 
 

 

6.1 はじめに 

 

長期間のデータ収集を目的としたフラックス観測では，表 6.1 に示した観測要素を対象に，観

測データからフラックスを計算するとともに，観測結果に誤差を持ち込む様々な要因を排除し，

信頼性の高いデータセットを作成する必要がある．観測結果に不確実性を与える要因は，欠測，

測器の不良といった単純なものから，観測手法，データ解析方法に付随する問題，さらに，エネ

ルギー収支のインバランスなど，渦相関法が持つ基本的な問題まで，広範な内容を含む．ここで

解説するそれぞれの項目は，観測結果からエネルギー・炭素収支に関わる各サイトの特徴を明ら

かにするという観測本来の目的からだけでなく，観測そのものが適切に行われているかチェック

するという意味においても重要である．そのため，一連の解析を可能な限り速やかに実施し，観

測や解析方法にフィードバックすることでデータの信頼性を高める必要がある． 
フラックスをサイト間で比較する場合のように，精度管理された連続データを要求するものが

あり，欠測値や解析から除外したデータに対して補完を行い，連続したデータを確保する．これ

らの作業は同時にデータを修飾することになるので，除外によって新たな科学的知見をマスクす

ることがないよう，また，補完によって結果に系統的誤差が生じないように配慮する必要がある． 
ここで紹介する解析事例は，一様な緩斜面上の常緑針葉樹林サイトで観測したデータを使用し

た． 

 
       表 6.1 フラックス測定で観測・処理の対象となる代表的な要素 
 

   観測系統         要素，測定間隔と代表時間 

 

風速３次元成分，気温，水蒸気濃度，CO2濃度変動 

測定間隔: 0.1s～0.2s 

乱流フラックス観測系 

 原データ 

 

 処理後のデータ 運動量，顕熱，潜熱，CO2フラックス 

代表時間: 30min～1h 

 

短波放射量，長波放射量，PPFD，風向， 

気温，湿度，風速，CO2濃度の群落内プロファイル， 

地温，植物体温，土壌水分，地中熱流量など 

測定間隔: 10s～1min 

微気象平均値観測系 

 原データ 

 

 

 

 処理後のデータ 測定された微気象要素の時間平均値， 

アルベード，正味放射量，APAR，群落内貯熱・CO2貯留変化量など 

代表時間: 30min～1h 

 

 

6.2 CO2 フラックスの生態学的な意味 

 

生態系の正味 CO2交換量（NEE）；Neとフラックスの関係は式（6.1）で示される． 
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 ccce VSFN ++=                                                           （6.1） 

 
ここで，Fc ，Sc，Vcはそれぞれ群落上の CO2フラックス，群落内の CO2貯留変化量，CO2 の水平・

鉛直移流を表す．Fcは上向きに CO2が輸送される場合を正にとる．Vcは現在の観測技術では測定

不能な量であるので，ここでは除外して考える．一方，生態系総生産量 Ag，生態系呼吸量 Re，生

態系純生産量 Anと NEE（Ne）の間には， 

 
nege ARAN −=+−=
                             （6.2）       

 
の関係がある． 

 
 
6.3 渦相関法における観測・解析の流れ                          

－顕熱，潜熱，CO2 フラックスのルーティン観測と処理－ 
 
フラックスのルーティン観測における代表的なデータ処理の流れを表 6.2 に示す． 

 
   表 6.2 渦相関法による顕熱，潜熱，CO2フラックスのルーティン観測と処理 

 
Pass-1  前処理 

  1）物理量へ変換，測器校正値による補正 

  2）CO2濃度計キャリブレーションの検出と CO2濃度データへの反映 

  3）クローズドパス型 CO2濃度計への大気吸引にともなう遅れ時間の検出と時刻補正 

Pass-2 
 

 Quality control 

  1）Quality control 手続きによるデータ信頼性区分（hard/soft flags） 

Pass-3  フラックス計算 

  1）気温，水蒸気量，CO2濃度，大気の状態に依存する定数などの計算 

  2）3 次元風速場の座標変換 

  3）スカラー量のトレンド除去 

  4）運動量，顕熱，潜熱，CO2フラックスの計算と出力 

Pass-4  欠測値補完，信頼性の低いデータの除去と補完 

  1）生態系呼吸量，生態系総生産量のパラメタリゼーション(補完に用いる関係式) 

  2）30 分データ，または，日データに対する補完 

 
Pass-1：データの前処理で，記録されたデータを物理量へ変換する．クローズドパス型 CO2・水蒸

気濃度計を用いた測定では，校正用に基準ガスを流した時間をリストし，フラックス計算から

除外するように準備するとともに，較正結果をデータに反映する．また，大気吸引にともなう

データの遅れ時間を検出する．遅れ時間は，フラックス計算時の CO2，水蒸気変動の時刻を合

わせるだけでなく，CO2，水蒸気フラックスの高周波域の減衰とも関係するので，遅れ時間の

情報から適当な補正係数を選択する． 
Pass-2：Quality control を行う．乱流系観測データに含まれるスパイクの除去，振幅分解能やデー

タ欠落のチェック，データ範囲のチェック，高次積率のチェック，データ不連続のチェックな
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どを行い，判断基準に照らして解析から除外，あるいは，問題があることを示すフラッグ

（hard/soft flags）をリストする（第 7 章を参照）． 
Pass-3：フラックスを計算する．その中で 3 次元風速場の座標変換で得られる U，W の平均値，平

均風向，座標面回転角度などの情報，トレンド除去に使用した回帰式の係数，WPL 補正量，高

周波・低周波域補正量などのデータの信頼性チェックに必要な情報もあわせてリストする． 
Pass-4：欠測値補完，信頼性の低いデータの除去と補完を行う．補完は，原データの欠測（CO2

分析計の較正作業，メンテナンスによるシステム停止，電源や測器のトラブルなどによる原デ

ータが欠落した時間帯のデータ），Quality control の手続きにより hard-flagged（主に測定系のト

ラブルに起因する解析から除外すべきと）されたデータ， soft-flagged（物理的に起こりうる現

象だが，データ精度の維持や特定目的の解析など，目的によっては解析から除外すべきと）さ

れたデータを対象に行う（Vickers and Mahrt 1997）．また，soft-flagged されたデータ，サイトの

特性で計算結果が不安定になりやすい特定条件のデータ（Pass-3 で信頼性が疑われたデータ，

たとえば特定の風向のデータなど）については，データの利用目的に応じて除外・補完を検討

する． 

 
このような一連の作業は自動的に行えるものもある．しかし，soft-flagged されたデータが，微

気象学的に意味のある（特異な）変化を検出している場合も考えられるので，その時間帯のデー

タの採否は，最終的には原データに立ち返って判断されるべきである．加えて，フラックスデー

タを日射量や気温などの微気象データと統合して解析を行うので，原データ，計算結果，それに

対する修正履歴などを管理しながら効率よく作業できるファイル管理方法やデータブラウザなど

の解析支援システムを構築する必要がある． 

 
 
6.4 誤差要因解析 
 
ここでは，観測システムやサイトの特性を加味した誤差要因解析事例を示して、渦相関法の測

定の Quality control を詳述する． 

  
6.4.1 CO2データの遅れ時間と CO2フラックスの高周波域補正関数に関する解析例 
 
 クローズドパス方式における CO2データの遅れ時間τは，チューブの長さ，ポンプ，フィルタ

の汚れの状態など，大気吸引系の総合的な状態によって決まるので，この系が安定して動作して

いるかどうかの指標となる．風速の鉛直成分 w’と CO2濃度変動成分 c’の相互相関から，相関係数

r が 4.0−≤r の条件で求めた遅れ時間の経時変化の一例を図 6.1 に示す．この例では，遅れ時間は

主に通気経路に挿入されたフィルタの汚れにともなって徐々に増加したので，これを直線近似し，

フラックス計算時の遅れ時間とした．遅れ時間は CO2 フラックスの高周波域減衰にも関係す              
る． 
遅れ時間の異なるデータについて，CO2 フラックスの高周波域減衰を表す関数の係数を決定し

た例を図 6.2 に示す．日中のフラックス絶対値が大きい時間帯で，他の誤差要因の影響が少ない

約 20 組のデータセットを抽出し，基準化された CO2 フラックスと顕熱のコスペクトルの比をとる
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ことで係数を求めた．通常は遅れ時間をモニタし，遅れ時間が大きく異ならない間は同じ係数を

適用する． 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 風向別の鉛直風速平均値の解析例 
 
データがある程度蓄積された段階で，観測タワーの影響などを含めた風の場について解析した

事例を示す．図 6.3 は超音波風速計で測定された 30 分間の平均風向の頻度分布を示す．風向φ（°）

別の水平平均風速U と平均鉛直風速W の関係を， )()()()( φφφφ bUaW ×+= で近似し（Lee 1998），

図 6.4 に示す．このサイトは傾斜が約 3.5° の緩斜面上にあり，高さ 32m の観測タワーの 26m 位

置に，標高の高い側に向けて三次元超音波風速計が取り付けられている．もし斜面の傾斜が一様

で，風が斜面に沿って流れれば，a(φ)＝ 0，b(φ) は方位に対して sin カーブを描く．タワーを通

過して裏側から風が三次元超音波風速計に吹き込む風向が 20°～90° の範囲では，風速場がタワー

の影響を強く受けることが分かる．この風向範囲にある約 20％のデータは，目的により解析対象

から除外する必要があることを示している． 

               

図 6.2 遅れ時間（t）と CO2 フラックスの高周波域減衰関数 A（f）  

図 6.1 遅れ時間の経時変化 
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6.5 エネルギー収支の解析 
 
ここでは，エネルギー収支の日変化・季節変化，エネルギー収支のインバランスの原因，放射

量・PPFD（光合成有効光量子束密度；Photosynthetically Active Photon Flux Density）とキャノピ－

の状態の関係、さらに，顕熱・潜熱・APAR（吸収された光合成有効放射量；Absorbed Photosynthetically 
Active Radiation）のパラメータ化などについて解説する． 
群落のエネルギー収支では，正味放射量 Rn，顕熱フラックス H，潜熱フラックス lE，貯熱変化

量 G の収支を考える．G はフラックス観測高度以下の群落内に貯熱されるエネルギーの変化量で，

気層の顕熱・潜熱貯熱，樹体貯熱，土壌貯熱で構成される．日単位のエネルギー収支では，通常

は土壌貯熱だけを考慮すればよい． 
休眠期と成長期の晴天日のエネルギー収支，CO2 フラックスの一例を図 6.5 に示す．2 月の林床

には 50cm 程度の積雪があるため，融雪エネルギーを加味しないとエネルギー収支は閉じない．

一方，7 月の日変化でも，日中の（Rn-G）に対する（H+lE）の割合は 80％程度である． 
このサイトにおけるエネルギー収支インバランスは，林床に積雪のある時期を除くと 50～80％

範囲にあり，風向などによって変化する．7 月の日変化では，Rn がなめらかに変化しているにも

かかわらず，午前中に一時的な lE の減少と Fc の増加が見られ，気孔コンダクタンスの変化によ

図 6.4 風向（f）別の水平風速に対する鉛直風速平均値の関係 

図 6.3 風向の頻度分布 
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るフラックスへの影響が示唆される． 
このサイトにおける無降雨日の日単位のエネルギー収支を，有効エネルギー（Rn-G）に対する

顕熱・潜熱の和（H+lE）の関係でプロットすると，図 6.6 のようになる．成長期では，有効エネ

ルギーの増加にともない（Rn-G）－（H+lE）は増加するが，（H+lE）/（Rn-G）は，ほぼ一定に保

たれた．これより，Rnの過大評価，H または lE の経常的な過小評価の可能性が考えられ，（Rn-G）

の値に比例して誤差が増大するような要因についての検討が必要になる． 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 夜間安定時のフラックス，貯留変化量の特徴と問題 
 
ここでは，生態系呼吸量に不可欠な夜間の NEE 測定精度について解説する． 
夜間の群落上 CO2 フラックス Fc，および，群落内 CO2 貯留変化量 Fs データは，生態系呼吸量

Re をパラメータ化する上で大変重要である（6.7 節を参照）．一様な緩斜面上の森林で観測された

夏季の Fc，Fs，摩擦速度 U* の日変化の観測例を図 6.7 に示す．日中の Fcは群落による CO2吸収

により負，夜間は呼吸による放出で正の値をとる．Fs は早朝にいったん負となり，日没前後から

夜半にかけて正の値をとる．早朝に負の値を示すのは，日の出とともに群落内に貯留された CO2

が光合成に使われるためと考えられている．Fs の日積算値は，両日ともほぼ 0 である．群落境界

層の風速は一般に日中強く夜間に弱い．そのため，乱流輸送が抑制される夜間は，Fc の過小評価

図 6.6 日単位のエネルギー収支  

図 6.5 休眠期（冬季）と成長期（夏季）のエネルギー収支，CO2フラックスの日変化の例
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を生じやすい．摩擦速度 U* に対して，夜間の Fsが Fc+Fsに占める割合をプロットすると，図 6.8
のようになる． 
この解析で U* が小さい状態では，生態系からの CO2 放出量は主に Fs の変化に反映され Fs/

（Fc+Fs）＝1，乱流輸送が卓越するにしたがって Fc+Fsに占める Fsの割合は減少し Fs/（Fc+Fs）＝

0 に近づく，という仮説が検証される（Berbigier et al. 2001）．図 6.8 では，このような現象が支配

的である．加えて，夜間の Fcと Fsが相補的に振る舞う現象も見られ（図 6.7），これによって Fs/
（Fc+Fs）は負側にも分布を持つ．U*>0.4 の領域では，Fcを NEE と見なしうることが多くのサイ

トから報告されているが（Aubinet et al. 2000），安定成層が卓越する夜間において U*>0.4 が満たさ

れるデータ数は多くない． 
夜間の複雑地形上での観測では，生態系から放出された CO2 が冷気流などによって系外に移流

することがあり，生態系呼吸量が Fc，Fsとして検出されないということが生じる．これによって

フラックス観測値の生態学的な意味が薄れ，生態系呼吸量のパラメータ化（6.7 節）に支障を来す

ことになる．U* の比較的大きな領域のデータを選択することによってある程度の改善は期待され

るが，夜間の生態系呼吸量，ひいては，生態系総生産量の推定に大きな不確実性が持ち込まれる

ことになる（Goulden et al.1996，Aubinet et al. 2000）．別途，土壌呼吸フラックス，樹体からのフ

ラックなどを測定し（Lavigne et al. 1998），あるいは，モデルから推定（Baldocchi et al. 2000）す

ることで，夜間の生態系呼吸量を見積もることが行われる． 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.7 CO2フラックス Fc，CO2貯留変化量 Fs と摩擦速度 U*の時間変化  

図 6.8 生態系呼吸量（Fc+Fs）に対する夜間 CO2貯留変化量 Fs の割合の摩擦速度 U* の依存性 
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6.7 GPP，NEE のパラメータ化と欠測値の補完 
 
欠測値補完のための GPP，NEE のパラメータ化について説明する． 
NEE の補完には，式（6.3），式（6.4）に代表されるパラメータ化が行われる．夜間は Ag = 0 な

ので，生態系呼吸量がそのまま NEE となる．この関係を用いて，まず，夜間の NEE と気温（ま

たは，地温; T）から，式（6.3）の係数 R0，Q10を決定する （Black et al，1996，Greco and Baldocchi 
1996，Lindroth et al. 1998）． 

 

         
]10/)[(

100
0TT

e QRR −=                                      （6.3）            

 
次に，（6.3）式を日中の生態系呼吸量に適用して NEE から Agを求め，これと放射量 Qpから，式

（6.4）の係数を決める（Goulden et al. 1996，Saigusa et al. 2001）． 

 

         pg

pg
g QA

QA
A

+

⋅
=

)( max

max

α
                                         （6.4）          

  
ここで，Ag max，αは，群落に拡張された最大光合成速度，初期光利用効率をそれぞれ表す．こ

れより，観測地点で光合成有効放射量などの放射量 Qp，気温，または，地温 T の測定値が得られ

ている場合は，式（6.3），式（6.4）から NEE の推定値を得ることができる．また，群落呼吸量を

参照せずに，直接 NEE を放射量でパラメータ化することも行われる（Valentini et al. 1996，安田ら 
1998）． 
もし，観測地点で放射量や気温の測定値が得られていない場合には，最寄りの AMeDAS，気象

管署データから観測地点の放射量と気温を推定し，それから，Ag，Reを求めるか（Ohtani et al.， 
2001），あるいは，AMeDAS，気象管署データから直接 Ag，Reを推定する．CarboEurope では，こ

の手順にニューラルネットワークによる推定を用いて成果を上げている（Huntingford and Cox 
1997，Aubinet et al. 2000）．わが国では，AMeDAS 観測地点の日照時間データから全天日射量を推

定する方法として，近藤（1994）が利用可能である． 

 
6.7.1 生態系呼吸量のパラメータ化 
 
 ここでは，夜間の生態系呼吸量，日中の生態系 CO2吸収量のパラメータ化に関する具体例を示

す．解析には 30 分毎のデータを使用した．群落上の気温と夜間の NEE の関係を図 6.9 に示す． 
 温度の増加にともない，生態系呼吸量は指数関数的に増加するので，式（6.3）を適用し，係数

R0，Q10を決定する．群落呼吸量のパラメータ化には，地温を用いることも多い（例えば， Black 
et al. 1996）．この例では，年間のデータを使用して係数を決めたため，R0，Q10の季節変化は反映

されていない．係数 Q10が大きな季節変化を示すサイトがあり（Wenjie et al. 2001，Nakai   et al. 
2001），この場合は期間毎に係数を決める必要が生じる．生態系呼吸量のパラメータ化に用いる関

数は，土壌呼吸量における Q10の温度依存性を考慮したものも使用される （Lloyd and Taylor 1994）． 
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6.7.2 GPP，NEE のパラメータ化 
 
前節（6.7.2）で得られたパラメータを用いて気温から群落呼吸量を計算し，これを NEE から差

し引くと群落総生産量（GPP; Ag）が得られる．群落で吸収された光合成有効波長域の放射量 APAR

図 6.10 日中の群落で吸収された光合成有効放射量 Qp と群落総生産量 Ag の関係（8 月） 

図 6.9 気温 Ta と夜間の生態系呼吸量 Re の関係  

図 6.11 生態系純生産量 Ne の観測値 Neobs と推定値 Neest 関係  
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を用いて，APAR と Agをプロットすると図 6.10 のようになり，近似した曲線は，ほぼ原点を通る．

式（6.4）の係数 Ag maxは，温度や光合成に関与する群落の葉の状態などにより変化するので，そ

の季節変化を考慮する必要がある． 
以上のような手順により，Ag max，αを期間毎に求めることで，NEE の補完が可能となる．最終

的に，測定値と推定値の関係をプロットし，結果にバイアスが生じていないことを確認する．日

中の NEE，夜間の生態系呼吸量，それぞれの測定値と推定値の関係は，図 6.11 のようになる．こ

こでは，非線形回帰を用いた semi-empirical model によるデータ補完方法の例を示した．なお，補

完方法とその比較については，Falge et al.（2001）を参照されたい． 

 
 
6.8 CO2 収支の季節変化 
 
ここでは，NEE の季節変化に係わる変動要因について説明する． 
冷温帯常緑針葉樹林サイトでの連続観測によって得られた NEE の季節変化を図 6.12 に示す．

図には，気温 Ta，全天日射量 Sd，降水量 P の季節変化も示している．なお，負の NEE は森林に

よる CO2吸収を表す．この森林では，森林から大気へ CO2が連続して放出される期間は，ほぼ 1
月中旬から 3 月上旬までで，NEE は+2～+3 gCm-2week-1程度であった．それ以外の期間は概ね森

林による吸収を示し，気温が低く呼吸量が少ない 4 月上旬から 6 月上旬に CO2吸収が大きくなっ

た．NEE の最小値は 5 月上旬に-23 gCm-2week-1に達し，それ以降は，気温の上昇による生態系呼

吸量の増加にともなって徐々に増加した．梅雨期と秋霖期の 6 月と 9 月に NEE（生態系 CO2吸収

量の減少）が一時的に大きくなり，9 月ではいったん正（CO2 放出）に転じた．この時期は気温が

比較的高く生態系呼吸量も多いため，日射量の減少による吸収分を呼吸量が越えた結果，NEE が

正にになったものと推察される．この間，気温は比較的緩やかに変化しているのに対し，日射量

の変動は大きく，NEE の変動は主に放射量の変化によって生じていると考えられた（Ohtani et al. 
2001）． 

 
   

 

図 6.12 全天日射量 Sd，気温 Ta，降水量 P と正味生態系 CO2交換量（NEE）の季節変化 
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7. データの管理，データベース作成の実際 
 
 
7.1 はじめに 
 
 フラックスデータの品質管理や欠損データの補完については，まだ，明確な方法が確立されて

はおらず，各観測グループの判断に任されている点が多い．しかし，フラックス観測ネットワー

クのサイト間のデータの比較や統合化を進めるためには，各観測グループができるだけ，共通の

方法で，品質管理や欠損データの補完を行うことが望ましい．AsiaFlux に先行して開始された

CarboEurope や AmeriFlux では，ある程度共通した方法で，フラックスデータの品質管理や補完が

行われている．また，これらのフラックス観測ネットワークの構築以前の観測研究においては，

観測グループの外部の研究者にデータを公開することは少なかったため，各観測グループが整備

しているデータセット（データベース）には，統一性がみられなかった．しかし，観測データの

共有により，フラックス観測ネットワークの活動を活発化し，ネットワークならではの成果を得

るためには，ある程度統一性のあるデータベースの作成は不可欠である．この点は，AsiaFlux の

基盤整備なかで，特に遅れている分野であり，早急な対策が求められている（高木 2002）． 
 ここでは，CarboEurope や AmeriFlux の方法を参考にしながら，現在，フラックス観測ネットワ

ークで標準的に行われている品質管理，補完，データセットの作成を紹介し，今後進められるで

あろう AsiaFlux におけるデータの管理の参考としたい． 
 
 
7.2 データの品質管理 
 
 渦相関法による大量の観測データを処理することにより，30 分ないし 1 時間毎のフラックスの

時系列データが得られる．ここまでの処理は，かなりの部分が手順化されており，オンラインで

自動処理されている場合もある．しかし，こうして得られたフラックスの時系列データのなかに

は，測器や記録計のトラブルを含んだデータや，乱流測定に不適当な気象条件で得られたデータ

など，様々な品質のデータが混在しており，そのままではデータ解析やモデル研究には使用でき

ない．フラックスデータの品質を吟味し，異常値を選別するのが，フラックスデータの品質管理

（Quality control）である．以下では，まず，フラックスデータの品質管理方法（異常値の判定法）

を紹介し，最後に，実際の異常値判定の指針とデータの品質の表示法について述べる． 
 
7.2.1 渦相関生データの統計量 
 
 10 ないし 20Hｚでサンプリングされた生データから，フラックスを計算する場合に，生データ

へのスパイク状ノイズの混入率，絶対値が通常の範囲内にあるかどうか，分散，歪度，尖度の値

の妥当性，平均値の連続性などについて，それぞれ適当なしきい値を設定して，異常の有無を判

定することが行われる.測器の異常などは，このテストで発見できる場合が多い．例えば，これら

の処理を自動的に行う FORTRAN プログラムが，オレゴン州立大学が開発され，インターネット

上で公表されている（http://moppet.oce.orst.edu/Software/software.html）． 
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7.2.2 ペクトル解析 
 
 パワースペクトル，コスペクトルの解析（第 4 章を参照）は，有効な品質管理法である．ただ

し，数年間にわたる観測の場合は，スペクトルの計算をオンライン化している観測サイトを除け

ば，全てのデータにこの方法を適用することは現実的ではない．その場合には，観測開始直後や，

降雨の後，設置状況，電源の状況を変更した後などに，データのチェックに用いるべきである（塚

本ら 2001）． 
 
7.2.3 定常性（Stationarity） 
 
 1run（30 分ないし 1 時間）内の定常性が満たされることは，乱流フラックス測定の必要条件の

一つである．定常性が満たされれば，全区間の平均値や分散（共分散）は，1run をいくつかに分

割した小区間毎の平均値や分散を全区間にわたって平均した値と等しいはずである．これを確認

する品質判定法が，定常性テストである（Foken and Wichura 1996）．その手順は以下に示す． 
 
 ① 1run（サンプル数を N とする）を，4 から 8 の小区間（サンプル数を M）に分割する． 
 ② 各小区間について，共分散を計算する．i 番目（i=1，2，…N/M）の小区間について，変数 x  
   とｙとの共分散は式（7.1）で与えられる． 
 

      x y( )
i

=
1

M −1
x( i−1)M +k y( i−1)M +k

k=1

M

∑ −
1
M

x(i−1)M +k
k=1

M

∑⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ y(i−1)M +k

k=1

M

∑⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ 

⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥                （7.1） 

 
  ③ 小区間の共分散を，i について平均する． 
 

       COV1=
1

N M
x y( )

i
i=1

N M

∑                                                         （7.2） 

 

  ④ 全区間（1run）の共分散を計算する. 
 

     COV 2 = x y =
1

N −1
x( i−1)M + k y( i−1)M +k

k=1

M

∑
i=1

N M

∑ −
1
N

x( i−1)M + k
k =1

M

∑
i=1

N M

∑
⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ y( i−1)M + k

k =1

M

∑
i=1

N M

∑
⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ 

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥  （7.3） 

 
  ⑤ COV1 と COV2 を比較する．両者の差が 30％以内であれは品質がよく，30～60％であれば，

使用可としている（Foken and Wichura 1996，Aubinet et al. 2000）．ただし，朝夕の CO2 フラ

ックスの符号が変化する時間帯のように，COV1 と COV2 がともにゼロに近い場合には，両

者の比を判定基準とするとうまくいかない．このような場合には，両者の差を判定基準とす

る方がよい． 
 
  例として，つくば市真瀬の水田観測サイトのデータに，定常性テストを適用した結果を図 7.1
に示す（N=16400，M=3280）．判定基準は COV1 と COV2 の差が 40％以内とした．ただし，CO2

フラックスについては，COV1，COV2 とも絶対値が 0.1 mg m-2 s-1（4.4μmol m-2 s-1）以下の場合に

は，両者の差が 0.04 mg m-2 s-1（1.8μmol m-2 s-1）以内，水蒸気フラックスについては，両者とも
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絶対値が 0.01 g m-2 s-1 以下の場合には，両者の差が 0.004 g m-2 s-1 以内とした．図 7.1 のなかでは，

214 日の 1:00～3:00 にかけてと，216 日の 10:00～11:00 にかけての降雨中の CO2フラックスや水

蒸気フラックスの異常値が，定常性テストで検出されている．また，220 日の未明や，221～222
日にかけての夜間に，CO2 フラックスが大きな変動を示した（ときには，マイナスの値を示した）

が，これらの多くも定常性を満たさないと判定された．なお，213 日午後の欠測は，停電にとも

なうものである．     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
               図 7.1 定常性テストの例． 

a）テスト前の w'q'
，b）テストで異常値除去後の w'q'

，c）テスト前の w'c '
，d）テストで異常値除去後の w'c '

．

つくば市真瀬水田観測サイトの 2001 年 8 月のデータによる． 

d 

Day of Year 

b 

a 

c 
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7.2.4 乱流強度（Integral Turbulence Characteristics） 
 

 Monin-Obukhov 相似則によるフラックスと分散の関係が成り立っているかどうかを判定基準と

するテストである．その手順は以下の通りである． 
 
① 観測データから，鉛直風速，w，気温 T，水蒸気濃度 q，CO2 の混合比 c について，無次元化 
   された標準偏差，σw /u*，σT /T* ，σq /q* ，σc /c* を計算する．ここで，T* = w 'T ' u* ， 
   q* = w'q' u* ，c* = w'c ' u*である． 
② また，安定度 z/L を計算する．ここで，L は Obukhov 長，z は地面修正量を差し引いた測定 
   高度である． 
③ 相似則から予想される無次元標準偏差の値を，観測データから得られた値と比較する．両者 
   の差が 20～30％以内であればデータの品質がよく，障害物や表面の非一様性がある場合に 
   は，観測される乱流強度は相似則から予想される値に比べて大きくなる（Foken and Wichura 
   1996，Aubinet et al. 2000）. 
 
  なお，相似則から予想される無次元標準偏差と安定度との関係式には，観測によって決定され

るべき関数形および定数が含まれており，それらは観測やデータの解析者によって少しずつ異な

る．以下に，代表的な関係式をあげる．式（7.4），式（7.5）は Kansan 実験（Kaimal and Finnigan
（1994）から引用），式（7.6）は Ohtaki（1985）による． 
 

           
σw

u*

=
1.25 1− 3z L( )1 3, −2 ≤ z L ≤ 0( )
1.25 1+ 0.2 z L( ), 0 ≤ z L ≤1( )

⎧ 
⎨ 
⎩ 

                                   （7.4） 

 

           
σT

T*

=
2 1− 9.5z L( )−1 3, −2 ≤ z L ≤ 0( )

2 1+ 0.5 z L( )−1, 0 ≤ z L ≤1( )
⎧ 
⎨ 
⎩ 

                                        （7.5） 

                           

           
σq

q*

=
σc

c*

=
1.1 −z L( )−13, −10≤z L ≤−0.1( )

2.5, −0.1≤ z L≤−0.02( )
⎧ 
⎨ 
⎩ 

                                          （7.6） 

                      

  大気が安定な条件では，中立や不安定な条件の場合に比べて観測が難しいため，定式化された

例は少ないが，無次元した標準偏差の値は，中立時と同じか，やや大きい程度と予想されている

（Garratt 1992）．なお，中立時には T*，q*，c*がゼロに近づき，評価が不安定になるので，乱流

強度テストの適用は難しい． 
  つくば市真瀬の水田観測サイトのデータについて，無次元化した標準偏差を z/L に対してプロ

ットした結果を図 7.2 に示す．観測データは，│σT│＜0.05 場合を除いて，ほぼ相似則から予想

される関係式で示される曲線に沿って分布しているが，曲線の上下に幅をもってデータが分布し

している（図は両対数スケール）．このようなデータセットに乱流強度テストを適用する場合に

は，しきい値の設定を上記の値に比べて緩めにとらないと，大部分のデータが異常値と判定され

てしまうおそれがある．なお，図 7.2b で，気温の変動σT は超音波風速温度計で測定したが，σT

に含まれる水蒸気変動の影響を除去していないことが ，σT /│T*│を相似則から予想されるより

も過大に評価している原因かもしれない． 
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図 7.2 無次元化した標準偏差と安定度 z/L との関係．a）鉛直風速 w，b）気温 T，c）水蒸気濃 
度 q，d）二酸化炭素濃度 c． 
実線は相似則から予想される関係（式(7.4)～式(7.6)）．つくば市真瀬水田観測サイトの 2001 年 8 月のデータによ

る． 
 
7.2.5 相関係数（Correlation coefficient） 
 
  u と w の相関係数 rwTや w と T の相関係数 rwTも，Monin-Obukhov の相似則にしたがうことが知

られている．例えば，Kansas 実験のデータからは，以下の関係が得られている（Kaimal and Finnigan 
1994）． 
 

        rwT =
u'w'

σuσw

≈ −0.35, (−1 < z L <1)                                 （7.7） 

c 

d 

b 

a 
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           rwT =
w 'T '

σwσT

≈
0.5, (−2 < z L < 0)

0, (z L = 0)
−0.4, (0 < z L <1)

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 
                             （7.8） 

 

そこで，観測データから相関係数（式（7.7），式（7.8）の中辺）を計算し，その値が相似則から

予想される値と一致するかどうかで，品質を判定する． 
  つくば市真瀬の水田観測サイトのデータについて，相関係数と z/L の関係を，図 7.3 に示す．大

気が中立（z/L=0）に近い条件では，rwTが安定度とともに急激に変化するので，異常値判定のため

のしきい値の設定が難しい．また，w と二酸化炭素濃度 c との相関係数は式（7.8）と類似の式で

表される（図 7.3d）が，w と水蒸気濃度 q との相関係数は明瞭な関係がみられない（図 7.3c）． 
 相関係数テストは，Monin-Obukhov の相似則を満たすかどうかを確認するという点で，乱流強

度テストと類似しているので，最近は相関係数テストよりも，乱流強度テストが適用される場合

が多い． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 7.3 相関係数と安定度との関係．a）u と w，b）w と T，c）w と c，および d）w と q． 
実線は相似則から予想される値（式（7.6），式（7.7））．つくば市真瀬水田観測サイトの 2001 年 8 月のデータ

による． 
 
7.2.6 フラックスの絶対値 
 
  それぞれのフラックスの値にしきい値を設定して，それを越えるデータを異常値と判定する．

しきい値は，実際の観測データをみながら，サイトや季節によって適当な値（通常とりうる最大

値の 2 倍程度）を設定する．顕熱，潜熱や CO2フラックスは顕著な日変化を示すので，日中と夜

間とでは異なるしきい値を設定する方がよい．例えば，生育最盛期の水田の CO2フラックスであ

a

c d 

ba
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れば，日中は-60 µmol m-2 s-1，夜間は+30 µmol m-2 s-1程度が適当である． 
 
7.2.7 移動平均値からの偏差 
 
 フラックスデータの時系列のなかに，前後から突出したデータがある場合，異常値と判定する．

各測定時刻について，前後数項の移動平均値とその標準偏差 σ を計算し，測定値が移動平均値か

ら 2σ ないし 3σ 以上離れている場合を異常値と判定する．移動平均値を計算する場合の項数は，

フラックスの経時変化が大きい日中は 5～7 項程度，夜間はもう少し多くした方がよい．この方法

は気象学的，生態学的な根拠は希薄だが，他の判定法では異常値と判定されない突出したデータ

の検出には有効である． 
 
7.2.8 降雨時などのデータ 
 
 オープンパス型分析計は，プローブのレンズ面に水滴が付着すると正しい測定ができない．こ

のため，降雨中や，降雨後も付着した水滴が蒸発するまでの間のデータは異常値を示す．プロー

ブに霧滴が付着するような濃霧の場合も同様である．超音波風速温度計については，鉛直成分直

接測定型プローブ（鉛直に配置したプローブ対で，風速の w 成分を測定する方式）の場合は降雨

時に異常値が発生するが，傾斜軸型プローブ（3 対のプローブで測定した風速成分の合成により w
成分を求める方式）は降雨の影響は受けにくい（町村 2002）．寒冷地では，超音波風速温度計の

プローブやオープンパス型分析計の光路部を支える支柱部分に着雪が起こり，乱流測定の障害と

なる．このような原因による異常値は，他のテストや判定基準により検出される場合も多いが，

オープンパス型分析計や鉛直成分直接測定型プローブの超音波風速温度計を使用している観測点

では，雨量計で感知できる程度の降雨強度を異常値判定に用いてもよい． 
 
7.2.9 風向 
 
 サイトの条件（例えば，特定の方向に障害物がある場合），測器の設置方法（超音波風速温度

計プローブの形状，取りつけアームの向き）などにより，特定範囲の風向の場合に乱流測定に適

さないことが明らかな場合には，風向そのものを異常値判定の基準として使用することがある．

また，タワーからの方角によって，地形や植生の状況が異なる場合も同様である． 
 
7.2.10 超音波風速温度計の傾角 
 
 渦相関データの処理の過程で，超音波風速温度計の設置の傾きや，地形などに起因する吹き上

げ角が，風速成分の測定に及ぼす影響を補正するため，v = 0，w = 0となるように座標軸の回転

が行われる（さらに，v 'w ' = 0とするような回転が行われることもある）．これらの回転角のう

ちの傾角に関する回転（ w = 0とするための回転角）は，超音波風速温度計の設置状況と周辺環

境が変化しなければ，風向毎にほぼ一定の値をとると考えられる．そこで，各時刻のデータにつ

いて，傾角がその時刻の風向から予想される値から大きく外れていないかどうかを，異常値判定

に用いることがある．図 7.4 に例を示したが，風向に対して sin カーブを示す曲線上に大部分のデ

ータが分布しているのは，超音波風速温度計の設置の傾きが原因である（観測サイトは平坦な地

形にあるが，湿地のため足場が悪く，超音波風速温度計を水平に設置することが難しい）．この

カーブから大きく離れたデータの多くは，水平風速が小さい場合のデータであるが，このような

異常な回転角で座標変換を行い，誤ったフラックス値を得ることを避けるため，傾角を異常値の
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検出に用いることがある． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    釧路湿原温根内観測点の 2002 年 6 月の例． 

 
7.2.11 人為的な影響 
 
 フラックス観測サイトは，通常，人為的影響が少ない場所に設置されていることが多い．しか

し，測器の保守，点検作業や，特別の観測のため，測定の現場に人が近づく機会がある．このよ

うな時間帯のデータは，乱流測定や CO2濃度が影響を受けている可能性が高いので，異常値とし

て処理した方がよい． 
 
7.2.12 エネルギー収支の充足率（Energy balance closure） 
 
 10 年ほど前までは，地表面のエネルギー収支が閉じること，すなわち，有効エネルギー（正味

放射量 Rn から地中熱流量 G を引いた値）と乱流フラックス（顕熱フラックス H と潜熱フラック

ス LE の和）とが等しいことが，CO2フラックスを含めた渦相関法によるフラックス測定の総合的

な品質を判断する材料として使われた．しかし， 現在では，エネルギー収支が閉じない（ほとん

どの場合，有効エネルギーに比べて，乱流フラックスの方が小さい）例が数多く報告されており

（Aubinet et al. 2000），エネルギー収支が閉じないからといって，ただちに乱流フラックスデー

タに問題があると結論づけることはできない．ただし，長期的な観測データについて，有効エネ

ルギーに対して乱流フラックスをプロットしたときのデータのなかに，全体の傾向から大きくは

ずれたデータがあれば，その時刻（期間）のデータは何らかの問題があると考えられる．その場

合でも，乱流フラックスに異常があると結論づける前に，Rn や G のデータに問題はないかどうか

を検討する必要がある．なお，観測点のフットプリントが風向によって一様でない場合には，風

向によってエネルギー収支の充足度が異なる場合もあるので，注意が必要である． 
 
7.2.13 夜間の u*が小さい場合のデータ 
 
 夜間，摩擦速度 u*が小さい条件では，渦相関法によるフラックスは過小評価される，というの

が多くの研究者の共通認識となってきた．これは，夜間のエネルギー収支の充足率（Aubinet et al.    
2000）（図 7.8）や CO2フラックスを u*に対してプロットした結果（Goulden et al. 1996，Aubinet 
et al. 2000）（図 7.12）に示されている．この過小評価は，貯留項によるフラックスの補正後でも

起こる．過小評価の原因については様々な議論がなされており，測器の問題よりも気象学的な原

因である可能性が高いとされているが，結論は出ていない（Massman and Lee 2001）．実際に，夜

図 7.4 傾角の風向依存性． 
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間のデータについて u*とフラックスの関係を調べ，過小評価が確認されれば，適当な u*のしきい

値，u*cを設けて，u*＜u*cのときのフラックスデータは異常値に準じて取り扱う．この具体的な方

法については，第 5 章を参照されたい． 
 
7.2.14 異常値判定の指針 
 
 これまでに紹介した品質管理に用いられる判定法を，その適用方法によって分類すると，表 7.1
のようになる．表中で，「単独での判定に有効」とは，他の判定法の結果にかかわらず，その判

定法単独で異常値と判定してよい，という意味である．生データの統計量とスペクトル解析は，

フラックスの計算前に適用すべき方法なので，他の方法とは区別した． 
 
 
                 表 7.1 品質管理法の適用方法 
 

判定法 単独での判定 他の判定法と併用 総合的な品質管理用 

生データの統計量 

スペクトル解析 

○ 

○ 

  

○ 

定常性 

乱流強度 

相関係数 

フラックスの絶対値 

移動平均値からの偏差 

降雨時などのデータ 

風向 

超音波風速温度計の傾角 

人為的な影響 

エネルギー収支の充足度 

夜間の u*の小さいデータ 

○ 

○ 

（乱流強度で代用）

○ 

○ 

△ 

△ 

△ 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○は適用可，△は観測点によっては適用可． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図 7.5 つくば市真瀬の水田観測サイトの 2001 年の CO2 フラックスの 30 分値の年変化． 
         品質管理前（上図）と品質管理後（下図）． 



7. データの管理、データベース作成の実際 

- 94 - 

実際に，これらの判定法を適用してみると，複数の判定法で同時に異常値と判定される場合（例

えば降雨時のデータ）が多いが，そうでない場合もある．そこで，フラックスの計算値に対する

品質管理法としては，定常テスト以下の複数の判定法を併用することが望ましい．移動平均値か

らの偏差を判定法として適用する場合には，他の判定法を適用して異常値を除いた後に，移動平

均値を計算する．なお，各判定法に含まれるしきい値は，経験的に決定されたものなので，それ

ぞれの判定法を実際のデータに適用しながら，調整する必要がある．この場合，実際に異常値除

去前と除去後のフラックスの時系列データを図示して，しきい値の妥当性を検討するとよい． 
2001 年につくば市真瀬の水田観測サイトで観測された CO2フラックスに，定常性テスト，乱流

強度テスト，フラックスの絶対値による品質管理を実施した結果を，図 7.5 に示した．品質管理

前の欠損率は 8％であったが，品質管理後の欠損率は 54％（日中 46％，夜間 61％）となった． 

 
7.2.15 データの品質の表示法 
 
 データ解析の進展により，あるいは複数の観測点のデータセットを統一した基準で再解析する

場合などには，品質判定法や判定基準を変更して再判定することがある．従って，品質が基準を

満たさないと判定されたフラックスデータであっても，基本データセットから削除せずに．元デ

ータに品質の判定結果を示す情報（品質情報）を付加しておいて，品質情報を参照しながら目的

に合ったデータを選択する，という方法をとることが望ましい．この場合，停電や測器の故障な

どのため，もともとデータのない場合（欠測）と，品質管理の結果，異常値と判定されたデータ

とを区別し，さらに，どの基準によって異常値と判定したかを明確にすることが必要である．具

体的には，以下のようにする． 
 
① 各データに対し，判定法毎に一つのフラグを用いる．フラグは，異常値の基準に当ては      
まる場合には 1，そうでない場合には 0 を与える，最後に総合評価（最終的に異常値と判定

するかどうか）のフラグを付加する．各フラグを 2 進法の各桁に対応させれば，一つのフラ

ックスデータに対して，一つの品質データですむ． 
 
② 判定の結果を単純に 0，1 では表現できない場合には，Foken and Wichura（1996）の方法       
を適用する．この方法では，各データに 10 進法で 9 桁の数値を与える（品質判定に用いた基       
準が多い場合には桁数を増やす）．この数値の最上位桁には品質の総合評価のレベルを表す       
1～9 までのいずれかの数字を与え，その他の桁には，それぞれの判定法による結果（品質レ       
ベル）に応じて，1～9 の数字を与える．ここで，レベル 1 は良質なデータ，レベル 9 は除外        
されるべきデータ，というように，品質段階に応じてレベル値を設定する．判定に用いるし

きい値を変化させながら解析を進めたい，というような場合には，この表示法は有効である． 
 
 
7.3 欠損データの補完 
 
  長期のフラックス観測では，ガス分析計の定期的な校正などの定期的な欠測のほかに，電源系

や測器類の予期せぬトラブルによる欠測は避けられない．加えて，7.2 節で述べた品質管理によっ

て，品質が悪いと判定されるフラックスデータも多い．この結果，観測期間の数十％に達するデ

ータが欠損となることは珍しくない．このため，フラックスネットの重要な目的である，観測点
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の年間の NEE（Net Ecosystem CO2 Exchange）や，年間蒸発散量を求めるためには，欠損したデー

タの補完（Gap filling）が不可欠となる． 
  欠損データの補完は，フラックスデータの時別値（30 分間，ないし 1 時間値）について行うこ

とを基本とする．補完には，品質管理によって異常値を除去した後のデータセットを用いる．ま

た，貯留項が得られている場合には，貯留項による補正後のフラックスデータを用いる．なお，

7.2.13 節で述べた u*が小さい場合のフラックスデータの置き換えは，補完に先立って行う． 
 補完は，気象学的・生態学的なモデルの構築とは目的が異なるので，環境要因とフラックスと

の因果関係の説明は必ずしも必要ではなく，統計学的方法などの，いわゆる「ブラックボックス」

の推定法でも適用可能である．多くの環境要因を含んだ精緻なモデルによる補完は，実用的では

ない． 
 補完は，従来，後述の非線形回帰法で行われる場合がほとんどであった．CarboEurope や

AmeriFlux の観測点のデータを用いて，各種の補完法に関する議論を総合的に展開したのは，Falge 
et al. (2001a，2001b）が最初である．以下では，この論文を参照しながら，代表的な補完法を紹介

し，欠損データ補完の方針について紹介する．なお，同論文の方法に準拠した AmeriFlux の欠損

データ補完の方針が，AmeriFlux のホームページ（http://cdiac.esd.ornl.gov/programs/ameriflux/science- 
meetings/harvard-oct98/synthesis/gapfill.html）に，実例とともに掲載されているので，参照されたい．

なお，ニューラルネットワークの利用（Aubinet et al. 2000）については省略する． 
 
7.3.1 内挿（Interpolation） 
 
 30 分値で 1～3 個程度のフラックスデータの欠損は，欠損期間を前後にはさむ二つのデータを

用いて時間に対して線形に補完する，いわゆる内挿（Interpolation）法を適用できる．欠損期間の

直前，直後のデータに含まれる run ダムな誤差の影響を小さくしたい場合，欠損期間の前後二つ

ずつ，三つずつのように，補完に用いるデータ数を増やす．夜間は，日中に比べてフラックスの

経時変化が小さく，個々のフラックスデータのばらつきが大きいので，補完に用いるデータ数を

増やす方がよい． 
 
7.3.2 平均日変化法（Mean diurnal variation，Mean daily courses） 
 
 数時間以上の連続した欠損データの補完に使われる方法の一つが，Mean diurnal variation または

Mean daily courses（対応する和訳語が確定していないので，以下では「平均日変化法」と仮称す

る）と呼ばれる方法である．この方法では，一定期間毎に，観測時刻別のフラックスの平均値を

計算して，その期間の平均的な日変化パターンを求めておき，欠損データはその時刻の期間平均

値で置き換える．平均区間を暦日に固定する方法（Independent window）と，観測日の前後何日間

というように，観測日に応じて移動させる方法（Gliding window）とがある（Falge et al. 2000a）．

平均化区間の長さは，各観測時刻のデータが得られる程度に長く，またフラックスの日変化パタ

ーンが大きく変化しない程度に短くとる必要があり，1 週間～半月程度が適当である． 
 平均日変化法を適用する場合には，予め得られた日変化パターンを図示して，データのない時

刻や，前後の時刻に比べて飛び抜けた平均値を示す時刻があれば，必要に応じて値の補完，修正

を行う．平均化期間が短い場合，データのない時刻が増えることを避けるため，時間インターバ

ルを 1 時間にして，平均日変化パターンを計算する方法もとられる（Falge et al. 2000a）． 
前出の水田観測サイトの CO2フラックスについて，2 週間の平均日変化を計算した例を図 7.6 に示
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す．フラックスの日変化は気象条件によって異なり，図中の標準偏差は日々のフラックスの変動

の大きさを示している．夜間に比べて，日中の CO2 フラックスの日々変動が大きいことがわかる．

30 分毎に計算した日変化と，1 時間毎にまとめて計算した日変化との違いは小さかった．さらに，

得られた平均日変化パターンに残る不規則な変化を平滑化するため，3 項移動平均値を計算した

（図 7.6 の破線）が，この平滑化処理にともなって，朝，夕の CO2 フラックスの向きが逆転する

時刻が，1 データ分ずれる可能性があることがわかる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
つくば市真瀬水田観測サイトの 2001 年 7 月 25 日～8 月 7 日のデータ．上図は 30 分毎，下図は 1 時間毎にフラッ

クスの平均値を計算した．エラーバーは標準偏差，破線は平均値の 3 項移動平均値． 

 
図 7.6 で得られた日変化を用いて，CO2フラックスの欠損値を補完した結果を，図 7.7 に示した． 
平均日変化法は，計算が容易なうえ，フラックスと環境要因との関係も考慮しないので，フラ

ックスデータと同時に気象データも欠損となった場合でも適用が可能である．しかし，一般にフ

ラックスの日変化は気象条件（天候）によって異なるので，欠損データの少ない晴天日のデータ

を用いて，曇天日や降雨時の欠損データを補完するような場合には，補完の精度は悪くなる．例

えば，図 7.7 の 207 日や 216 日の補完値は，後述する非線形回帰法との差が明瞭である．また，

219 日の午前中に不自然な補完値が見られるが，この日が曇天日で，平均化区間の平均的な日に

比べて，光合成有効放射量が少なかったことが原因である．後者のような問題を回避するため，

天候別に日変化パターンを決定する方法も考えられるが，データ数を確保するためには平均化区

間を長めに設定する必要があるので，適用は冬季の森林や草地，水田の非耕作期間などに限られ

る．総合的に考えると，気象条件が得られている場合には，後述の非線形回帰法や表参照法を用

いる方がよい． 
 

図 7.6 2 間平均の CO2フラックスの日変化． 
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図 7.7 平均日変化法（Mean daily courses）および非線形回帰法（Non-linear regression）による

水田の CO2フラックスの補完の例． 
実線が補完前，破線は補完後の時系列データ．平均日変化法による補完には，図 7.6 に示した日変化パターン（30
分値，3 項移動平均値）を用いた．非線形回帰法による補完は，図 7.8b と図 7.9 に示した関係を用いた． 
 
 
7.3.3 非線形回帰（Non-linear regression） 
 
 数時間以上のデータの欠損は，気象要素などの環境要因を用いて推定した値で補完することが

一般的である．CO2 フラックス（NEE）に関して最も標準的な推定法は，日中については光合成

有効放射量との，また夜間については温度（気温，地温，樹幹温度など）との回帰式を期間毎に

決定し，その回帰式と欠損期間の光合成有効放射量，温度からフラックスを推定する方法である．

これらの回帰式には非線形の関数形が用いられるので，この補完法は非線形回帰法（Non-linear 
regression）と呼ばれる．顕熱，潜熱フラックスについては，CO2 フラックスのように一般に適用

できる関数形はないので，同様の方法は適用できない（7.3.5 節を参照）． 
 非線形回帰法による CO2 フラックスの補完の手順は，以下の通りである． 
 
（1）環境要因のデータの補完 

非線形回帰法を用いて補完を行う場合には，補完に必要な下向き光合成有効放射量や温度の

データに含まれる欠損値を，あらかじめ補完しておく．この補完には，欠損期間が短い場合（30
分値で 1～3 個程度）には内挿による直線補完，欠損期間が長い場合には，同時に測定している

他の要素との回帰式（例えば下向き短波放射量のデータから，下向き光合成有効放射量を推定

する），または，最寄りの観測サイトの関連データとの回帰式により補完する．日本国内の場

合は，最寄りの気象官署や AMeDAS 観測点のデータとの回帰式により，欠損期間の光合成有効

放射量や気温を推定することが可能である（Ohtani et al.2001）． 
 

Day of year 
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（2）回帰式の決定に用いるデータの期間の決定 
回帰式の決定に用いるデータの期間は，回帰式の決定には十分なデータ数であり，しかも，

フラックスと環境要因との関係が大きく変化しない程度に短い必要がある．具体的には，2 週

間（半月）から 2 ヶ月程度の期間が適当である．この期間は，観測地点の植生の変化（落葉樹

の場合の開葉，落葉）や，農地の場合には農作業の時期などを考慮して調整する必要がある．

植生や環境の変化が激しい時期は短めに，冬季や農作物の非耕作期間は長めにする．Falge et al.
（2000a）は，2 ヶ月毎に区切る場合と，1 年を 4 期間（4～5 月，6～9 月，10～11 月，12～3 月）

に区切る場合とを比較し，日中については 2 ヶ月毎の区切り，夜間については 4 期間の区切り

の方がよかったとしている． 
 

（3）夜間の CO2 フラックスの回帰 
夜間の CO2フラックス（生態系呼吸量）FCO2，nightと温度との回帰には，以下の式が用いられ

る． 

             FCO2,night = FRE,Tref exp
ln Q10( )

10
T − Tref( )⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 
⎦ ⎥                                    （7.9）        

 

             FCO2,night = FRE,Tref exp
Ea

RTref

1−
Tref

T
⎛ 
⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥                                      （7.10）        

 

             FCO2,night = FRE,Tref exp E0
1

Tref −T0

−
1

T − T0

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ 

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥                                  （7.11）        

 

ここで，T は絶対温度，Trefは任意に決定する基準温度（例えば 0 °C＝273.15 K），FCO2，Tref

は T＝Trefにおけるフラックス， Q10は温度係数（基準温度におけるフラックスに対する，基準

温度から 10K 上昇したときのフラックスの比），Eaは活性化エネルギー（Activation Energy，J 
mol-1），R は理想気体の気体定数（8.314 J mol-1 K-1），T0，E0は温度の次元をもつ定数で，E0

＝308.56 K である．回帰によって決定すべき定数は，式（7.9）では FCO2，Trefと Q10，式（7.10）
では Eaと FCO2，Tref，式（7.11）では T0 と FCO2，Tref である．式（7.9）は，実際には，もっと単純

化した形（FCO2，night＝A exp（B T’），T’は温度（°C），A，B は回帰で決定すべき定数）で用い

られるが，ここでは式（7.10），式（7.11）と比較しやすい形で示した． 
これらの式のなかでは，単純な式（7.9）が最もよく用いられ，経験的に Q10 は 2 前後の値を

とることが多い．ただし，Q10は温度とともに減少することが知られており，広い温度範囲に式

（7.10）を適用することは不適当という指摘もある（Lloyd and Taylor 1994）．式（7.10）は化

学反応論に基づく式で，Arrhenius の式と呼ばれる．式（7.11）は，Lloyd and Taylor（1994）が

文献から得た様々な生態系の土壌呼吸量の測定データを解析し，式（7.10）の修正として提案

した．T としてどの温度を用いるかは場合によって異なるが，補完の目的からは，何種類かの

温度で回帰を行い，決定係数 R2がもっとも大きい温度を採用すればよい．なお，回帰によって

決定した定数の値（例えば式（7.9）の Q10）は，T として，どの温度を用いるかによって異な

るので，サイト間の比較を行う場合には注意が必要である． 
夜間のフラックスデータのばらつきが大きい場合には，温度の階級（クラス）毎にフラック

スを分類して，各クラスに属するフラックスの平均値を計算し，この平均値と階級の中心温度

との回帰式を求めたり，夜間平均のフラックス（一晩のフラックスを平均した値）と夜間平均
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の温度との回帰式を求めたり（Aubinet et al. 2001）する場合もある．前者は，後述する表参照

法と非線形回帰法との複合形とみることもできる． 
夜間のフラックスと温度との回帰に関しては，期間を短くすると温度範囲が限定され，回帰

がうまくいかない場合がある．また，得られた回帰式を日中に拡張して適用する場合には，夜

間と日中の温度範囲が異なることも問題になる．このような理由から，夜間については，日中

に比べて長期間（場合によっては 1 年間）のデータを用いて回帰式を決定する場合も多い．長

期間のデータを用いて決定された回帰式に含まれる温度依存性を表すパラメータ（例えば，式

（7.9）の Q10）には，植生の季節変化の影響が含まれるので，生態学的モデルのパラメータと

しては不適当であるが，使用目的を補完に限定すれば問題はない． 
 

前出の水田観測サイトのデータについて，夜間の CO2フラックスと気温との回帰式（式（7.9））

を求めた例を図 7.8 に示す．ここでは，水稲の耕作期間を一括して，回帰を行った．ただし，落

水期間は除いた．これは，湛水期間と落水期間とでは土壌呼吸の寄与が異なるためである．また，

階級に属するデータ数が，全データをデータが存在する階級の数で割った値の 10％に満たない階

級は，回帰から除いた．図 7.8 から，30 分値をそのまま回帰に用いるか，階級に分けるかによっ

て，また，階級の温度幅をどうするかによって，回帰係数の値が異なることがわかる．この結果，

各回帰式で求めたフラックスの推定値は，データが主に分布する 9～27°C の範囲で，0.4～0.6 
µmol m-2 s-1 の違いがみられた．また，この温度範囲より高温側では，回帰式による推定値の違い

が，より顕著になった．このことから，夜間の CO2フラックスの回帰式を温度範囲を拡張して適

用することは，できるだけ避けた方がよいことがわかる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7.8 夜間の CO2 フラックスと気     

温との関係． 
a）フラックスの 30 分値，b）気温の階級

幅 1°C 毎のフラックスの平均値，c）気温

の階級幅 2°C 毎のフラックス平均値．エ

ラーバーは標準偏差，実線と式は最小二

条法で決定した回帰曲線．つくば市真瀬

水田観測サイトの 2001 年の耕作期間（5
月から 8 月，落水期間は除く）のデータ

による． 
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      図 7.9 つくば市真瀬水田観測サイトにおける 2001 年の耕作期間の総光合成速度 Ag と下向き光合成

有効放射量 QPPFD の関係． 
実線は，最小二乗法で決定した直角双曲線． 
水稲の成長段階と水田の湛水，落水状態に応じて，10 期間（DOY 121～243）に分けて回帰を行った． 
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（4）日中の CO2 フラックスの回帰 
日中の CO2 フラックス FCO2，day と下向き（入射）光合成有効放射量 QPPFD との回帰には，伝

統的に直角双曲線（Michaelis-Menten の式とも呼ばれる）が用いられる． 
 

          FCO2,day = −
aQPPFD

1+ aQPPFD FGPP,sat

+ FRE,day                                      （7.12）              

 
ここで，FGpp，satは総光合成速度の飽和値（QPPFDが無限大での総光合成速度），a は QPPFD=0

での総光合成速度の増加率（初期光利用効率），FRE，day は日中の生態系呼吸量を表し，いずれ

も，回帰により決定される定数である．また，Misterlich の式と呼ばれる次式も用いられる

（Aubinet et al. 2001）． 
 

         FCO2,day = − FGPP ,sat + FRE ,day( ) 1−exp −
aQPPFD

FGPP,sat + FRE,day

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ 

⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ + FRE,day               （7.13）               

 

なお，FCO2，dayと関係づけるべき環境要因としては，下向き光合成有効放射量よりも，群落で

吸収された光合成有効放射量（APAR）の方が適当である．しかし，APAR を測定していない観

測サイトも多く，また，群落による光合成有効放射量の吸収率が大きく変化しないように期間

を限定すれば，下向き光合成有効放射量を用いても，同様の精度で回帰定数を決定できるので，

下向き光合成有効放射量を用いる例が多い． 
式（7.12），式（7.13）は，日中の生態系呼吸量（暗呼吸）FRE，dayを回帰で決定すべき定数と

して含んでいる．これらの式をそのまま用いると，生態系呼吸量の温度依存性を無視して回帰

式を決定することになる．この問題を回避するには，以下のいずれかの方法をとる． 
 
方法 A：式（7.9）～式（7.11）で決定した夜間の生態系呼吸量と温度との関係式を，日中にも

拡張して適用し，日中の温度から求めた生態系呼吸量を FRE，day とみなす．得られた FRE，day

と観測された FCO2，day とから，総光合成速度 Ag＝FCO2，day＋FRE，day を計算する．Ag を QPPFD

に対して回帰して，式（7.12）右辺の FGpp，sat，a を決定する（Goulden et al. 1996）．この方

法では，温度依存性の大きな FRE，dayを除去したうえで，Agと QPPFD の回帰を行うので，温度

の影響を考慮する必要性が少ないという長所がある． 
 
方法 B：日中のフラックスデータ FCO2，day を気温の階級毎に分類する．階級毎に，FCO2，day と

QPPFDとの回帰式を求め，FGpp，sat，a，FRE，dayを決定する．さらに，この 3 つの回帰係数のそ

れぞれについて，階級の中心温度との回帰式を決定する（Falge et al. 2001a）．これにより，

欠損時の気温から，式（7.12）または式（7.13）の回帰式の係数が求まり，さらに QPPFDを用

いて，FCO2，day が計算できる．この方法では，気温による階級分けを行うので，方法 A より

も回帰に用いるデータの期間を長くとる必要がある．従って，植生の変化が著しい時期には

適用が難しい． 
 
前出の水田の CO2フラックスデータについて，方法 A を用いて，Agと QPPFDとの回帰式を求

めた結果を図 7.8 に示す．水稲の生育段階と水田が湛水か落水かにより，期間を 10 に区分した．

FRE，dayは，湛水期間については図 7.7b の回帰式を用いて推定し，落水期間については，夜間の

CO2 フラックスと温度との関係が明瞭ではなかったので，一定値（4.6µmol m-2  s-1）を与えた．
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ここで得られた回帰式と，図 7.8b に示した夜間の CO2フラックスと気温との関係を用いて，CO2

フラックスの欠損値を補完した結果は，図 7.7 に含めて示した．平均日変化法に比べると，QPPFD

の日変化が不規則な日にも，妥当な補完値が得られている． 
なお，図 7.8 にも示すように，実際に Agと QPPFD との関係をプロットしてみると，同一の QPPFD

に対して Agは，ある幅をもって分布する．これには，フラックスの測定誤差のほかに，次の要

因が考えられ，これらを考慮した回帰式を補完に用いることもある． 
 

・直達光と散乱光の割合：晴天日と曇天日とを比較すると，QPPFDが同じでも散乱光の割合が高

い曇天日の方が，QPPFDが群落の内部まで進入する．この違いが群落全体の総光合成速度の違

いをもたらす（Goulden et al. 1997）．そこで，散乱光の占める割合（または大気上端での日射

量に対する QPPFD の比）に基づいて，フラックスのクラス分けを行ってから，各クラスフラ

ックスと QPPFDの回帰を行う． 
 
・抑制要因：QPPFD以外の環境要因（大気飽差や気温，風速など）が光合成速度を抑制している．

そこで，観測データから得られる上限の Ag（Ag，max とする）を結ぶ直角双曲線を回帰によっ

て決定し，つぎに Ag/Ag，maxまたは Ag，max-Agを抑制要因の関数として表現する（Anthoni et al. 
1999，間野ら 2002）． 

 
7.3.4 表検索法（Look-up table） 

 
 Look-up table 法（以下では「表検索法」と仮称する）は，環境要因との関係を用いてフラック

スを推定するという点では非線形回帰法と同じであるが，非線形回帰法ではフラックスと環境要

因との関数形を予め与えるのに対し，表検索法では両者の間に特定の関数形を想定しない．この

方法では，一定期間毎に，フラックスを支配する環境要因（日中の CO2 フラックスでは光合成有

効放射量 QPPFD と気温，夜間の CO2 フラックスでは地温）の階級（クラス）毎にフラックスを分

類して，各階級に属するフラックスの平均値を計算した表（Look-up table）を作成しておく．フラ

ックスの欠損データは，その時刻の QPPFD と温度が該当する階級のフラックスの平均値で置き換

える．温度の階級幅は 2°C 程度，QPPFDの階級幅は 100µmol m-2 程度が適当であるが，表を作成す

る期間の長さに応じて調整する．温度や QPPFD 以外に，CO2 フラックスに大きな影響を及ぼす要

因（例えば土壌水分量）があれば，表の次元を増やす．顕熱，潜熱フラックスについては，入射

放射量や飽差によって階級区分を行う（Falge et al. 2000b）． 
 表を作成するためのデータの期間は，非線形回帰法の場合と同様に考える．表が作成された段

階で，階級区分に用いた環境要因とフラックス値との関係を図示し，表中にフラックス値がない

階級や，飛び抜けたフラックス値となっている階級については，内挿によってフラックス値を補

完，修正しておく．  
 表検索法は，フラックスと環境要因との間に特定の関数形を仮定しない点で，自由度が高い方

法である．例えば，非線形回帰法で述べた式（7.9）式は，高温側でフラックスを過大に評価する

とされているが，表検索法ではその危険性はない．また，土壌水分のように一般的な関数形が得

られていない環境要因に対しても，その影響を考慮することができるし，非線形回帰法の適用が

難しい顕熱，潜熱フラックスに対しても適用可能である．非線形回帰法で問題となる，式（7.12），
（7.13）の右辺の回帰係数の温度依存性も，表作成の過程で考慮されている． 
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 表検索法は，AsiaFlux の観測サイトでの適用例は少ないが，AmeriFlux や CarboEurope のデータ

に適用した結果では，もっとも確実性の高い補完法であるとされているので，AsiaFlux の観測点

への適用性についても検討が必要であろう． 
 
7.3.5 顕熱，潜熱フラックスの補完 
 
 エネルギー収支の充足率が高い観測サイト（目安として 90％）では，顕熱，潜熱フラックスの

どちらか一方が得られていれば，他方はエネルギー収支式の残差として計算することが可能であ

る．顕熱，潜熱フラックスが同時に欠測の場合や，エネルギー収支の充足率が低い観測サイトで

は，この方法は適用できないので，期間を限定した正味放射量や入射日射量との回帰式を用いる

か，上述の表検索法を適用する．平均日変化法を適用する場合には，できるだけ天候別に日変化

パターンを求める． 
 
7.3.6  u*補正の注意点 
 
 7.2.8 節で述べたように，夜間の u*が u*，cより小さい場合のフラックスデータを異常値に準じて

取り扱う場合，u*が u*，cより大きい場合のデータを用いて置き換えることが行われる（u*補正）． 
 この補正は，生物的 CO2 発生源は風速の影響を受けない，という前提に基づく．この前提を認

めれば，渦相関法によるフラックスに貯留項をくわえたものは，u*によらずに一定値となるはず

であり，観測データがそうならないのは u*が小さい場合にフラックスが過小評価されているため

である，と考えられる．実際に，u*＜u*，cのデータの置き換えには，7.3.2 節～7.3.4 節の方法が用

いられるが，その簡便性から式（7.9）を用いる場合が多い．なお，u*補正は他の欠損データの補

完に先立って行う． 
 u*補正の妥当性に関しては議論が続いており，なかでも double counting の問題，すなわち，u*

補正は，morining flush（フラックスの測定高度以下の気層に貯留されていた CO2が，早朝に上方

に放出される現象）による放出を，二重に勘定することになるという指摘に関しては議論が分か

れている．また，元来，ばらつきの大きな夜間のデータを用いて，このような補正を行うことを

疑問視する意見もある．夜間のフラックスの過小評価の原因が明確になれば，気象学的，生態学

的に明確な根拠に基づく補正法が提案される可能性はあるが，問題が未解決な現段階で年間の

NEE の値を求めるためには，このような補正をせざるを得ない．なお，u*補正の有無により年間

の NEE は大きく異なる（Falge et al. 2001a）の結果では，u*補正の効果は平均で+77 gCm-2，最大

で+185 gCm-2と大きいので，年間の NEE の値を示す場合には，u*補正を適用したかどうかを付記

する必要がある． 
 
7.3.7 補完にともなう誤差の評価 
 
 補完にともなう誤差の評価に関する研究例は少なく，Falge et al.（2001a，2001b）が，ほぼ唯一

の例である．後述（7.4.2 節）の FLUXNET の Web サイトから入手できるフラックスデータファ

イルに示されている補完にともなう誤差は，上記論文の結果による．この問題は，今後さらに研

究の余地があるが，参考のため，Falge et al.（2001a）の結果をやや詳しく紹介する． 
 Falge et al.（2001a）は，CarboEurope と AmeriFlux の品質管理後の NEE のデータセットから，4
種の植生タイプ（針葉樹，落葉樹，作物，草地）毎に，欠損割合の低い観測点と年次を一つずつ

選んだ．そして，時系列データのうち，ランダムに抽出した一定割合（25～65％までの 5 段階）
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のデータを欠損値として扱い，それらの欠損値を補完した推定値が，実測データとどれだけ異な

るか，という感度分析を行った．なお，欠損値を時系列に対してランダムに与えているので，実

測データに比べると，長期間にわたる欠損の割合が低くなっている．感度分析の結果は，補完法

（平均日変化法，表参照法，および u*
 補正を適用した場合としない場合の非線形回帰法の，計 4

種類）とフラックスの積算期間（1 日，1 週間，2 週間，1 ヶ月，1 年間）毎に，欠損値 1％あたり

（積算期間に対する割合）の最大推定誤差として，昼夜別に示されている．主な結果は以下の通

りである． 
 
① 積算により，ランダムな誤差が互いに打ち消し合う効果が現れるので，欠損値 1％あたりの

推定誤差は，積算期間に比例しなかった（欠損値 1 データあたりの誤差は，積算期間が長く

なるほど小さくなった）． 
② 日中の欠損値 1％あたりの誤差は，積算期間が 1 日の場合は 0.04～0.2 gCm-2，1 ヶ月の場合

は 0.10～0.64 gCm-2，1 年間の場合は 0.11～0.83 gCm-2 であった．日中に比べると，夜間の誤

差は小さかった． 
③ 日中については補完法による違いは明瞭ではなく，夜間については非線形回帰法による誤    
差がもっとも大きかった． 

 

 なお，異なる補完法を，様々な観測点，年のデータセットに適用した結果によると，長期の欠

損があるデータセット（論文中には期間が明示されていないが，数ヶ月と思われる）の場合，補

完法による年間 NEE の推定値の差が 150～200 gCm-2 y-1 に達する場合があった．このことから，

観測点間の比較のためには，同じ補完法をとる必要があること，長期間にわたるデータの欠損を

回避することが重要であることがわかる． 
 
7.3.8 欠損データ補完の指針 
 
 以上のまとめとして，フラックスデータの補完の指針を以下に示す． 
 
① 欠損フラックスデータの補完は，時別値（30 分値または 1 時間値）について行う． 
② 欠測期間が長期（2 ヶ月以上）にわたる場合には，無理な補完はしない． 
③ 補完値の決定には，品質管理によって異常値を除去した後のフラックスデータ（u*補正が  

行われていれば，補正後のデータ）を用い，貯留項が得られている場合には，貯留項を加え

た後のデータを用いる． 
④ 短時間（30 分値で 1～3 個程度）の欠損データは，内挿法で直線補完する． 
⑤ 数時間以上の CO2 フラックスデータの欠損に対しては，環境要因との関係を用いて，非線   

形回帰法または表参照法のいずれかの方法で補完する．環境要因としては，夜間については

温度，日中については光合成有効放射量を用い，必要に応じて，飽差や直達・散乱比などの

環境要因を加える．なお，この補完に必要な環境要因のデータに含まれる欠損値は，予め補

完しておく． 
⑥ 数時間以上の顕熱・潜熱フラックスの欠損については，エネルギー収支式を満足する観測点

では，エネルギー収支式の残差として補完し，それ以外の観測点では放射量との回帰，表参

照法，もしくは，平均日変化法を適用する． 
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⑦ ⑤，⑥で，補完値を決定するために用いるデータの期間は，2 週間（半月）～2 ヶ月間程度

が適当だが，植生の状況，農作業の時期などを勘案して決定する．非線形回帰法の場合，夜

間については，昼間に比べて長めの期間をとる方がよい． 
⑧ 補完したデータについては，どのような補完方法をとったかを明示する．u*補正の適用の有

無は，フラックスの積算値を示す場合には必ず付記する． 
 
 
7.4 データベースの作成 
 
  フラックス観測地点では，渦相関データや気象データの生データ，作業用ファイル，解析用の

ファイル，画像ファイル，関連する観測データまでを含めて，様々なデータが得られる．これら

のデータ群をどのように整理，構造化し，全体をまとめたデータベースを作成するかは，観測計

画の管理上，重要な問題である．しかし，ここでは，フラックスデータの共有化，公開のための

データセットに焦点を絞り，どのようなデータベースを構築すべきかを考える．データの共有，

公開といっても，誰を対象とするかによって，どのようなデータセットが要求されるかは異なる．  
 以下では，フラックス観測ネットワークとしてどのようなデータが要求されているかを考えて，

データベース化すべき項目，データセット作成上の留意点，データの公開の方法について示す． 
 
7.4.1 FLUXNET で公開されているデータセット 
 

 FLUXNET の Web サイト（http://public.ornl.gov/FLUXNET/fluxnet.html）では，補完後の AmeriFlux
や CarboEurope の観測点のデータが公開されている．このデータセットは，FLUXNET の各観測サ

イトのデータを総合的に解析したり（統一基準で品質管理や補完を行うことも含む），リモート

センシングを用いた地球規模でのモデル計算の検証データとして使用する場合に必要となる最小

限のデータを含んでいると考えられる．このデータセットは，新たに観測サイトを設置する場合

の，観測項目決定の目安ともなる． 
  データセットの構成と内容は，以下のとおりである． 
 
① 観測サイトと観測年毎に，フラックスデータファイルと気象データファイルが，それぞれ作

成されている． 
② フラックスデータファイルは，補完法（前節で紹介した 3 の方法で，非線形回帰法につい 

    ては u*
 補正を適用した場合としない場合とがあり，合計４種類）と計算区間（30 分値，日別 

    値，週別値，月別値，年値）別に，合計 20 種類のファイルがある． 
③ 気象データファイルは，フラックスデータファイルと同じ計算期間別に，5 種類のファイル 
がある． 

④ フラックスデータ，気象データとも，30 分値ファイルを除く計算区間のファイルについて

は，日積算（平均）値のほかに，日中および夜間の積算（平均）値が収録されている． 
⑤ フラックスデータファイルと気象データファイルに含まれている要素と単位，収録されてい

る統計値を，それぞれ表 7.2 と表 7.3 に示す．ファイル構成，フォーマットとしては，つぎの

2 点が特徴的である．① 地中熱フラックスはフラックスデータファイルに，正味放射量，摩

擦速度は気象データファイルに収録されている．② NEE の単位はµ mol m-2 s-1，（積算値は g 
C m-2 period-1），飽差，気圧の単位は kPa が採用されている． 
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表 7.2 FLUXNET の Web サイトで入手できるフラックスデータファイルの内容 
 

要素 記号 単位 1） 収録されている統計値 2） 

NEE 

潜熱フラックス 

顕熱フラックス 

地中熱フラックス 

NEE 

LE 

H 

G 

molm-2s-1（gC m-2 period-1）

W m-2（MJ m-2 period-1） 

W m-2（MJ m-2 period-1） 

W m-2（MJ m-2 period-1） 

積算値，補完にともなう誤差，補完値の割合，S.D.

同上 

同上 

同上 

1) かっこ内は積算値の単位． 
2) 日別値，週別値，月別値，年値ファイルに収録されている統計値．S.D.は標準偏差．なお，30 分 
   値ファイルには，30 分値と補完の有無を示すフラグのみが収録されている． 
 
 

表 7.3 FLUXNET の Web サイトで入手できる気象データファイルの内容 
 

要素 1） 記号 単位 2） 収録されている統計値 3） 

天日射量 

下向き PAR 

気温 

地温（深さ 5cm） 

相対湿度 

飽差 

CO2濃度 

正味放射量 

降水量 

土壌水分量 

平均風速 

気圧 

摩擦速度 

Rg 

PAR 

Ta 

Ts 

RH 

VPD 

Ca 

Rn 

PPT 

SWC 

WS 

Pa 

U* 

W m-2（MJ m-2 period-1） 

mol m-2 s-1 （mol m-2 period-1）

deg. C 

deg. C 

% 

kPa 

ppm 

W m-2， （MJ m-2 period-1） 

mm（mm period-1） 

cm3 H2O cm
-3 soil 

m s-1 

kPa 

m s-1 

積算値，補完値の割合，S.D. 

積算値，補完値の割合，S.D. 

平均値，補完値の割合，最高値，最低値，S.D.

平均値，補完値の割合，最高値，最低値，S.D.

平均値，補完値の割合，最高値，最低値，S.D.

平均値，補完値の割合，最高値，最低値，S.D.

平均値，補完値の割合，最高値，最低値，S.D.

積算値，補完値の割合，S.D. 

積算値，補完値の割合，S.D. 

平均値，補完値の割合，S.D. 

平均値，補完値の割合，S.D. 

平均値，補完値の割合，S.D. 

平均値，補完値の割合，S.D. 
1) 気象要素は複数の高度で測定されている要素も多いが，原則，タワー上端の値が収録されている． 
2) かっこ内は積算値の単位．日別値，週別値，月別値，年値ファイルに収録されている統計値．  
   なお，30 分値ファイルには，30 分値と補完の有無を示すフラグのみが収録されている． 
 
 
7.4.2 何をデータベース化するか 
 
 フラックスデータや気象データに限定しても，FLUXNET の観測サイトでは，前節で示したよ

りも多くの項目の観測を実施しており，様々なデータが蓄積されている．しかし，利用者によっ

て要求するデータ項目や時間インターバルは異なるので，基本データセットとして何をデータベ

ース化するかは難しい問題である．ここでは，FLUXNET の出発点となった Baldocchi et al. （1996）
や，その他の関連の文献を参考にしながら，渦相関データと気象データの各項目・要素に関して，

AsiaFlux としてのデータベース化すべき項目に関して，試案を表 7.4 に示す．基本的な考え方は以

下のとおりである． 
 
① フラックスデータについては，品質管理前のデータ，品質管理によって異常値を除去した後 

   のデータ，補完後のデータ，のいずれのデータも利用できるようにする．個々のフラックス 
    データには，品質管理に関する情報（どのテストで異常と判断されたか），補完に関する情 
    報（どの方法で補完したか）を付加する．気象データについても，代表的な要素（光合成有 
    効放射量や気温）については，フラックスデータと同様の情報を付加する．その他の要素に 
    ついては，別個に用意するドキュメントファイルに，品質管理，補完情報を記述する． 
② 渦相関法のデータ処理にともなうパラメータ，補正値は除外する．これらは，ある程度処理 
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    手順を統一し，品質情報を付加することにより，必ずしもデータベースに含めなくてもよい 
    と思われる． 
③ 利用者の便宜を図るため，Obukhov 長，アルベド，APAR，正味放射量（4 成分放射計の場 

    合），飽差，地中熱流量（地温の時間変化から計算する場合）などの 2 次データ（測定で直 
    接得られるデータから，簡単な計算によって得られる要素）も含める． 
④ 時別値（フラックスの測定単位に応じて，30 分値ないし 1 時間値）を基本とし，これより 

    長いインターバルの統計値は，時別値ファイルから作成する． 
 
なお，フラックスデータや気象データセットの関連情報として，データベースへ付加すべき項

目を，試案として表 7.5 に示した．これらの関連情報は，データファイルとは別個の，ドキュメ

ントファイルや表として作成する． 
 
     表 7.4 渦相関データおよび気象データのデータベース化の必要性（試案） 
 

 データ 項  目 ・ 要  素 必要性 備  考 

 

 

 

 

 

渦相関 

データ 

乱流測定生データ 

パワースペクトル，コスペクトル 

乱流統計量 

トレンドパラメータ 

座標変換の回転角 

超音波風速温度計に関わる補正値 

高周波減衰に関わる補正係数 

WPL 補正項 

フラックス 1）（貯留項なし） 

フラックス（品質管理前） 

品質情報 

フラックス（補完後） 

補完の有無，方法を示すフラグ・タグ 

× 

× 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.15 節参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象データ 

 

生データ（物理量変換，校正結果反映前のデータ）

放射(短波,長波,PAR;入射,反射,透過;直達,散乱)

正味放射量* 

気温，水蒸気圧（飽差），CO2濃度のプロファイル 

樹幹温度 

CO2貯留量*，貯熱量* 

地温・水温 

地中熱フラックス*（水体貯熱量*） 

放射温度 

風向 

風速（プロファイル） 

気圧 

降水量 

水位・地下水位 

活動層の厚さ 

積雪深 

土壌水分量 

補完の有無，補完方法を示すフラグ・タグ 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

森林観測点 

森林観測点 

 

 

 

 

 

 

 

湛水する観測点．日別値 

永久凍土帯．隔週毎の値 

隔週毎の値 

隔週毎の値 

 

○；必要性が高い，×；必要性が低い． 
1） CO2フラックス（貯留項補正後は NEE），顕熱・潜熱フラックス，摩擦速度，および Monin-Obukhov 長（ま

たは安定度）二次データ． 
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   表 7.5 観測データの関連情報のデータベースへの付加の必要性（試案） 
 
関連情報 項    目 必要性 備  考 

 

 

 

観 測 点 

地理情報（緯度，経度，標高，傾斜など） 

植生（種類，植生高，LAI，バイオマスなど） 

土壌（分類名，物理性，C/N 含有量など） 

フェッチ 

フットプリント 

粗度長，地面修正量 

観測点の写真 

○ 

○ 

○ 

△ 

△ 

○ 

○ 

 

 

 

 

測定・ 

データ 

処理方法 

測器の種類，メーカー名，型式 

設置方法（高さ，方角など） 

データ収録方法(サンプリング周期,フィルタなど) 

クローズドパス型分析計のタイムラグ 

測器の校正方法 

測器の校正結果 

データ処理法 

補正項目，補正法 

品質管理法 

補完法 

○ 

○ 

○ 

△ 

○ 

× 

○ 

○ 

○ 

○ 

可能なら精度，確度． 

 

 

 

 

データ 

セット 

データセットのファイル名 

データセットの作成日(改訂日)とヴァージョン

データセットの履歴（変更内容） 

データセット作成者と問い合わせ先 

研究予算 

パラメータ名とその内容，単位，有効桁数 

欠損データの表示法 

関連データの種類と所在 

データ利用上の注意 

参照文献，資料 

引用の方法 

○ 

○ 

○ 

○ 

△ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

土壌呼吸速度,δ13C,気孔抵抗など

○は必要性が高い，△は中程度，×は低い． 
 

 
7.4.3 フラックスデータと気象データのファイル形式 
 
データベースに登録するフラックスデータセット，気象データセットの形式を決める際に，考

慮すべき点を，以下に列挙する．利用者のシステムや，使用するソフトウエアに依存する形式は，

できるだけ避けることを基本とする． 
 
① ファイルの区分：フラックスデータと気象データを別ファイルにする．また，品質管理前， 

   品質管理後，補完後のデータファイルは，それぞれ別ファイルにする．測定インターバルの 
    異なる気象データや，その他の関連データも別ファイルにする．ファイル構造を単純にする 
    ためである． 
② ファイルの形式：csv（comma separated value）形式が，汎用性が高い． 
③ データ区間：30 分． 
④ データの収録期間：1 年間がよい．項目数が多く，ファイルサイズが大きい場合に，月別に 

   分割するか，項目によりファイルをいくつかに分割するかは，議論の分かれる点である．表 
   計算ソフトウエアの利用を考えると，データ処理のための作業ファイルは，月別程度のファ 
    イルサイズが使いやすいが，補完やデータ解析などの目的で利用する場合は，1 年単位のフ 
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    ァイルの方が使いやすい．結局，利用者は入手したファイルを各人の用途に応じて加工して 
    使用するので，その処理やファイル結合の手間を考えると，一般には年単位の方が使いやす 
    いと思われる． 
⑤ 日付の表現：yyyymmdd（年，月，日を各 2 桁で表示），または年と 1 月 1 日からの通日の 

   2 つの要素（例えば，2002，257）で表示する．表計算ソフトで使われる yy/mm/dd（yy:mm:dd） 
    という表示形式には，異なるシステムが混在しており，混乱をきたすので推奨できない． 
⑥ 時刻の表現：いろいろな表現法が混在しているが，データ区間の終了時刻を，コロン（：） 

    を含まない 24 時制，または時を単位とする 10 進法で表現する方法が，もっとも一般的であ 
    る．例えば，終了時刻が 0:30 のデータは 0030（システムによっては単に 30 となる）または，

0.5，00:00 のデータは 2400 または 24.0 とする．国別の標準時を用い（複数ある場合には，観

測点の所在地域の標準時），夏時間は使用しない． 
  ⑦ ファイルの第 1 行目に項目名，第 2 行目に単位を収録し，第 3 行目以降をデータ行とする．

これは，表計算ソフトウエアにデータを読み込んで使用する場合に便利である． 
⑧ 欠損データは空白とはせず，「-9999」のように，データ中には出現しない数値を与える． 

    表計算ソフトウエアで処理する場合には，空白の方が処理しやすい．しかし，様々なシステ 
  ム，ソフトウエアで処理するときの安全性を第一に考えると，数値データを与えた方がよい． 
⑨ 記号，単位，表示桁数を統一する．CO2 フラックスは様々な単位で表されるが，最近は 30

分値（1 時間値）としてはµmol m-2 s-1または mg CO2 m-2 s-1，積算値としては g C m-2 d-1や g C 
m-2 y-1 使われることが多いので，これらのなかから選択する．将来，FLUXNET にデータを提

供することを考えると，記号名，単位，表示桁数とも，現在，FLUXNET を通じて配布され

ているファイルに準ずることが望ましい． 
 
なお，以下の点も，共有のためのデータセットの作成に関して留意すべきである（Cook et al. 

2000）． 
 
⑩ データセット名，個別のファイル名は，内容がわかる程度に詳しく，他のデータセット（フ 

    ァイル）と容易に区別できるように付ける．このためには，観測点名（略称），観測年（月 
    毎に分割する場合には月），ファイルの種類などを含む名前にする必要がある． 
⑪ 要素（パラメータ）名は，その内容を十分に記述し，一般的に使用されているものを使う． 

    アルファベットの大文字と小文字の使用を統一する（例えば，temp，Temp，TEMP を併用し

ない）．アルファベットと数字だけを使用し，最初の 8 文字が同一のパラメータ名を二つ以

上使用しない（ソフトウエアによっては，最初の 8 文字で変数名を区別するため）．要素名

と単位は，データファイル内に記載するほか，別途用意するドキュメントファイルに記載す

る． 
 
7.4.4 データの公開 
 
 作成したデータセットを共有（公開）する方法としては，以下の方法が考えられる． 
 
① 利用者からの要求に応じて，品質管理（補完）後のデータを，CD-ROM などの媒体を通じ 

  て，オフラインで提供する．この方法は，確実性が高く，インターネットのセキュリティ上   
   の問題もないが，即応性には欠ける（例えば，データセットを修正する場合など）． 
② データセンターを通じて，品質管理（補完）後のデータを提供する．フラックスネットの 
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    Web サイトを通じたデータの公開は，これに当たる．この方法は，データフォーマットの統 
    一，共通の方法での品質管理，補完などを行うのに適している．インターネットを通じて公 
    開すれば，宣伝効果も高い（幅広い利用者に提供できる）．各観測グループの負担の軽減に 
    もなり，利用者はデータフォーマットが統一されているので，使いやすい．ただし，データ 
    センターを運営するための予算と人員の確保が必要である． 
③ 品質管理（補完）後のデータを，各観測グループが自らの Web サイトを通じて，不特定多 

    数の利用者に公開する．即応性が高く，データセンターの Web サイトにリンクすることで， 
    宣伝効果は十分に期待できる．ただし，セキュリティと，データ所有者の権利保護には，十 
    分な注意を払う必要がある．利用者側からみれば，各観測点のデータフォーマットが統一さ 
    れていないと，使いにくい． 
④ ③を発展させて，オンライン処理したフラックスの生データを，自動的にホームページに掲 

   載して，公開している例もある（サンディエゴ州立大学．http://www.sci.sdsu.edu/GCRG/）． 
   これは，研究上の利用を想定しているというよりは，教育・宣伝の意味合いが強い． 
 
 上述の③の例として，当初からインターネット公開をめざして構築された，エコシステムデー

タベース（図 7.10; http://ecomdb.niaes5.affrc.go.jp）がある． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.10 エコシステムデータベースのホームページ 
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エコシステムデータベースは，農業環境技術研究所と科学技術振興事業団とが共同開発したも

ので，設計にあたって，利用者の利便性とデータ所有者の保護に重点がおかれており，以下の特

徴がある（原薗ら 1999）． 
 
・Web 上で，利用者の要求に応じて，観測データの時系列グラフを描画できる． 

   ・数値データに加えて，観測地および観測方法に関する情報（画像を含む）を，ふんだん 
      に掲載している． 
   ・数値データのダウンロードに際して，ユーザー登録を義務づけている． 
 
 なお，エコシステムデータベースは，現在，フリーソフトウェアである Linux を基本ソフトウ

エアとするシステムへの移行作業が行われている． 
このような先進的な例はあるが，全ての観測グループが，このようなデータベースを独自に開

発することは難しい．また，観測項目，観測方法が観測サイト毎に異なる場合，既存のデータベ

ースを導入して，自らの観測方法に合うように改造するには，データベース設計者の協力が必要

な場合が多い．既に，いくつかの研究グループは，それぞれ異なるデータベースを構築して，運

用しているという実績もある．従って，現時点では，フラックス観測ネットワークとしてのデー

タ共有，公開のあり方としては，②と③の併用が現実的であろう． 
  すなわち，データの共有（公開）に同意した観測グループが，統一されたフォーマットで，デ

ータセンターにデータセットを送ると同時に，詳細なデータや追加的な情報については，個別の

Web サイトに掲載する（またはオフラインで提供する）という方式である．将来，データフォー

マットの異なるデータセットから，利用者の要求に応じたデータセットを容易に作成できるよう

なソフトウエアが開発されれば，③を中心とした方式に移行することができる． 
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8.おわりに 
 
 
8.1 AsiaFlux の展開 

 
  地球温暖化の対策，評価に資するために，陸上生態系における物質循環の解明が，地球環境モ

ニタリングとって重要な課題とされている．気候変動研究においては，陸面水文モデルの精密化

と観測による検証必要とされている．また，衛星観測から全球的な陸域の炭素収支を推定するス

キームを構築する試みが開始されており，地上観測との連携の必要性が重要視されている．さら

に，COP3（京都会議）では，生育途上の森林生態系による炭素固定量を国別排出量から差し引く

ことが合意され，COP6 では全ての陸域生態系における，あらゆる温室効果ガス収支の評価とそ

の二酸化炭素換算による国別排出量への配分を協議することとされた．これらの背景のもと，陸

域生態系による温室効果ガス収支の評価のための手法を科学的知見の集積を踏まえて決定するこ

とが，緊要な課題となっている． 
  世界においては，全球的なフラックス観測ネットワーク；FLUXNET が結成され，意見交換，

研究交流，および，研究成果のデータベース化を行うなど，活発な活動を続けている．また，地

域のフラックス研究者が集結し，FLUXNET の傘下に AmeriFlux，CarboEurope などの地域別ネッ

トワークを構築している（図 8.1）．日本においては，1998 年 8 月に任意の研究会として「フラッ

クス研究会」が結成され，その後，1999 年 9 月にアジア地域のフラックス観測ネットワーク；

AsiaFlux が活動を開始した．その後，2002 年 1 月に韓国；KoFlux が参加し，現在，2002 年に結

成された中国；ChinaFLUX との連携を図っている． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現在，AsiaFlux としての活動は，山本 晋会長（独立行政法人産業技術総合研究所）のもと，運

営委員会及び幹事会を組織し，事務局を国立環境研究所地球環境研究センター（事務局長：井上 元
（独立行政法人国立環境研究所）において運営している．活動内容としては，ニュースレター，

ホームページやメーリングリストによる情報発信，ワークショップ等による研究交流のコーディ

ネートや測定マニュアルの発行などによる研究支援を行っている．また，将来的には参加サイト

（図 8.2）で取得された観測データを収集，データベース化し，発信していく予定である． 

図 8.1 世界のフラックス観測ネットワーク 
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                                図 8.2 AsiaFlux 参加サイト 

（アジア地域のみ抜粋） 

 
 
8.2 観測ネットワークにおける観測手法の統一と検証体制の確立にむけて 

 
  AsiaFlux の設立から間もない 2001 年夏期に，フラックス観測の国際比較を行うために，

AmeriFlux から専門家の訪問を受け，AsiaFlux の観測サイト（苫小牧，札幌）で，比較観測を行い，

それぞれ持ち寄った観測手法での取得データを比較した．このことによって，始めて AsiaFlux の

観測データを国際的な基準で比較することが可能となった． 
  一般に，環境因子の長期的変動の把握を目的とする観測ネットワークにとって，時系列的変動

や観測サイト間の差異を表現するために，計測方法，データ処理解析手法の統一と検証，並びに

データの統合化の体制整備が不可欠である． 
  日本国内では 20 を越えるサイトにおいて定常的なフラックス観測を行っている．しかし，サイ

ト間で測定機器や方法，解析手法が異なるのが現状である．そこで，サイト間のデータ交換・比

較や他のネットワークとの相互利用を可能とするために，フラックス観測ネットワークとしても，

上述したように手法の統一とともに，QA・QC 体制の整備が急がれており，本レポートがその一

助となることを願う． 
なお，AsiaFlux の活動については，ホームページ；http://www-cger2.nies.go.jp/asiaflux/indexJ.html 

を参照されたい． 
 
 
 
 

執筆者：藤沼康実（(独)国立環境研究所） 
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