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1.はじめに

森林の群落高は,森林を対象にした気象や熱・水・物

質循環の研究において重要な群落構造要素の一つであ

る.微気象研究において,群落高は植物群落と大気との

相互作用を考える上での両者の代表的な境界の高さとい

う概念で捉えることができる.

一般に,植物群落上および群落内におけるスカラー

（風速,温度,湿度など）の鉛直分布は,作物群落や森

林などのスケールの大きさによらず形状が相似であるた

め,それらの鉛直分布を異なる植物群落間で比較する場

合,測定高度は群落高で除すことで規格化され,スカ

ラーの値も群落高における値で除すことで規格化され

る.また,植物群落上の風速の鉛直分布は,植物の存在

によって仮想的な地表面の高さが上昇する効果を表す地

面修正量 dと,風速分布の形状に影響を与える植物表

面の空気力学的な「粗さ」を表す粗度長 z によって表

現され,これらのパラメタは葉面積指数などの群落構造

に依存することが知られている（e.g.,Shaw and Perei-

ra,1982；Nakai et al.,2008b）.しかし,dと z は主と

して群落高に比例するため,他の要素の影響を調べるた

めにはこれらを群落高で除して規格化する必要がある.

北方林の微気象を研究する上で,森林群落高は重要な森林構造要素の一つである.しかし,様々な

森林に適用可能な群落高の客観的な決定方法は確立していなかった.本稿では,著者らが北方林を対

象に森林生態学と微気象学との接点として取り組んだ二種類の森林群落高の決定方法について紹介

し,既存の群落高に見られた問題点をどう解決したかを概説する.
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1)英語では zero-plane displacementであり,その和訳でゼロ

面変位,ゼロ面修正量とも呼ばれる.

2)英語では roughness lengthで, z は英語で z-naught
（ズィー・ノート）と発音する.風速の対数分布の式で風速が

ゼロになる高さは,dが無視できる場合は z＝z,無視できな

い場合は z＝d＋z である.
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このような背景から,規格化の基準となる群落高は,特

にサイト間比較の研究において重要な要素である.

また,植物群落内外を対象にした風の場やスカラーの

分 布 を 表 現 す る ラージ エ ディシ ミュレーション

（LES）やクロージャモデル等の数値モデル では,計

算領域の鉛直高度や水平距離が群落高で規格化されて表

現される場合が多い.このような数値モデルでは,水平

に均一な植物群落を仮定することが多く,計算結果を実

際の森林での測定結果と比較するには,モデルの群落高

に相当する実際の森林群落高をどう定義するかが重要に

なる.

森林生態系と大気との間では,熱,水,炭素の交換が

行われており,それら単位時間・単位面積あたりの鉛直

輸送量（フラックス）が世界中の様々な森林等の陸域生

態系において微気象学的な方法（渦相関法）で測定され

ているが,ある高さの機器がどの範囲の広さからのフ

ラックスを測定しているかを評価するフラックスフット

プリントの確率密度関数の水平分布は,群落高に影響さ

れる（e.g.,Baldocchi,1997）.またDesai et al.（2008）

は,CO フラックスがその森林の樹齢より群落高と相

関が高かったことから,地域間のCO フラックスの空

間変動を説明する上で,群落高が重要な変数の一つであ

ると指摘している.このように,森林生態系を対象とし

た微気象研究を行う上で,森林群落高は極めて重要であ

り,これを客観的に評価することが不可欠である.

ここで,北方林のうち,特に北海道の森林を考える

と,この地域が温帯から亜寒帯への移行帯であるため,

亜寒帯性の針葉樹と温帯性の広葉樹が混在する針広混交

林がきわめて広大に分布している.この森林では,アカ

エゾマツやトドマツの高木（突出木）が群落上層を形成

し,中間層に広葉樹が多く見られるが,これらの中上層

よりも圧倒的に多い個体数の下層木が存在するなど,群

落の構造が多層的かつ複雑である.このような森林で微

気象観測を実施し,他の森林とデータの比較解析を行う

には,他の森林と同じ基準,同じ方法で針広混交林でも

群落高が決定されるのが望ましい.その意味で,北方林

研究における森林群落高の決定方法が持つ重要性は極め

て大きい.

ところが,既往の研究では,森林群落高を決定する共

通した方法というものが存在せず,微気象の研究では例

えば目視によって群落高が推定されるなど,基準が不明

な恣意的な方法が採られることが多かった.一方,林学

や生態学の分野でも,それぞれの研究者がその森林を記

述するのに適すると判断した方法が採られてきた.確立

された既往の方法としては,大きく以下の３つが挙げら

れる（van Laar and Akça,2007）.

算術平均樹高 h (m）は,林分内のサンプル木の樹

高 h(m）を全て算術平均したものである.下層木も一

緒に平均するので,林冠の高さよりも一般にかなり低い

値になる.

h ＝
∑ h
n

(1)

Top heightは,上層木の代表的な高さを評価するた

め,樹高の高いサンプルに着目して計算した群落高であ

る.あるしきい値以上のサンプルを平均する方法や,胸

高直径と樹高との間に関係式（回帰曲線）を求めて上位

サンプルの代表胸高直径を代入して求める方法などがあ

る.林業分野や森林生態学分野ではよく利用されている

が,しきい値の決め方が統一されておらず,この点に恣

意性が残る.また,仮にしきい値を上位100本/haと決

めた場合,密な森林では上層木を代表しても,疎な森林

では下層木も含まれる可能性がある.パーセンテージ

（例えば上位20％）をしきい値にした場合でも,森林の

サイズ構造の影響を受け,一斉更新の若い純林と極相に

近い混交林では,計算に用いられるサンプル群のサイズ

分布特性が大きく変わる可能性があり,必ずしも上層木

を代表しない.Top heightには上述のように複数の方

法が提案されているため,それぞれの式などの詳細につ

いてはvan Laar and Akça（2007）を参照されたい.

Lorey’s mean height  h (m)は,胸高断面積 (m)

を用いて,大きなサンプルに重みが掛かるようにした重

み付け平均樹高である.

h ＝
∑ h
∑

(2)

h は,全てのサンプルデータを使って計算するので

恣意性はなく,林冠の高さをよく表現するが,下層木が

非常に多い林分では,低い木に引っ張られて林冠の高さ

よりかなり低くなることがある.

上述で概観したように,これまでの森林群落高の決定

においては,方法が様々にあるだけでなく,それぞれに

問題点があり,複数の異なる森林に同じように適用でき

る客観的な方法が存在していなかった.すなわち,異な

る森林同士で群落高や群落高で規格化した物理量を相互

に比較する素地は出来ていなかったと言って良い.この

問題を解決するため,著者らは２つの解決方法を提案し

た.一つは毎木調査結果を用いた方法（Nakai et al.,

2008b,2010）,もう一つは微気象学的な方法（Nakai et
 

al., 2008a）である.本稿では,北方林を対象にした微

気象学分野と森林生態学分野との共同研究の中で開発さ

れたこれら２つの群落高の決定方法について詳述する.
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3)大気中の物質は乱流の渦によって輸送されるが,比較的大き

な構造の乱流渦を直接計算して,それより小さい乱流渦の運動

をモデル化して計算する方法がラージエディシミュレーション

（LES）であり,乱流運動の平均場を考え,その（高次の）統

計量をモデル化して計算する方法がクロージャモデルである.



2.毎木調査結果による方法（CuBI heig ht）

これまでの群落高の問題点は,下層木の影響によって

林冠の高さより低くなってしまうこと,しきい値の決定

に恣意的な要素が残ること,そして森林構造に影響され

ることであった.これらの問題を解決するため,著者ら

は森林群落高を表現するための新しい概念を導入した

（Nakai et al.,2008b,2010）.

着想は,隅田（2005）による「葉量の鉛直分布のピー

クの高さと樹高階級ごとの胸高断面積のピークの高さは

比較的一致する」という観測事実の発見である.葉量が

最も多い高さは,林冠の表面の高さをある程度代表して

いると考えられ,これに対応する「樹高階級ごとの胸高

断面積」のヒストグラムのピークが出現する高さを群落

高と定義すればよいと考えられる.しかし,ヒストグラ

ムの場合,階級をどう分けるかが難しく,また高さの値

も連続に求められない欠点があった.

ここで,樹高階級ごとの胸高断面積がピークを持つと

いうことは,一番低い木から順に積算した積算胸高断面

積 G (m）を樹高 h に対してプロットしたとき,上述

のピークの高さでプロット（曲線）の傾きが最大（つま

り微分が最大）になる,ということを意味する.実際,

h-G プロットはＳ字曲線（シグモイド曲線）を描き,

傾きが最大の点が変曲点になる.この変曲点を代表群落

高とするという考え方が,Nakai et al.（2010）が提案

したcumulative basal area inflection(CuBI)heightで

ある.

この考え方は,次のように説明できる（図１）.樹高

の低い下層木は,胸高断面積も小さいため,このような

樹木が多数あっても h-G 曲線の傾きは小さい.また,

森林群落で最大クラスの樹木群は,胸高断面積は大きい

ものの,突出木など個体数が少ない場合が多く,この場

合も同様に h-G 曲線の傾きが小さい.一方,比較的大

きい木がある程度のまとまりになっている高さでは曲線

の傾きが最大になる.この高さがCuBI height h であ

り,代表群落高としての資質は十分にあると考えられ

る.この群落高の長所としては,全てのサンプルを使う

ので恣意性がない客観的な方法であるということ,そし

て下層木の影響を受けにくいということが挙げられる.

そのため,様々な構造の森林に適用可能である（林冠を

代表する群落高を決定できる）と期待される.

CuBI height h(m）は,以下の手順で求められる.

１.樹高が低い順（昇順）にデータを並べ替える.

２.低い木からの積算胸高断面積 G を計算する.

３.積算胸高断面積を樹高 h に対してプロットする.

４.データに対して,最小二乗法によってＳ字曲線の

関数をあてはめる.

Ｓ字（シグモイド）曲線の関数はいくつかあるが,

北方林の群落高と微気象

図1：Cumulative basal area inflection(CuBI)heightの説明図.下図のグラフは,北海道大学北方生物圏フィールド科学研究セ
ンター雨龍研究林のダケカンバ林の樹高 h に対して胸高断面積合計 G をプロットしたもので,Richards式による回帰曲線
（(3)式）とCuBI heightの高さを併せて示している（Nakai et al.（2010）のFig.1(a)を改変）.
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Nakai et al.（2010）は以下のRichards式（Richards,

1959）が東シベリア,北海道,愛知県の３気候帯の５つ

の異なる森林の全てにおいてあてはまりが良いことを確

認した.

f h ＝B＋
A－B

｛1＋νexp［－k h－h ］｝
(3)

ここで,A,B は上限値および下限値,kは形状パラ

メタ,νは曲線の非対称性を決定するパラメタである

（Goudriaan and van Laar, 1994）.この式の中で,

CuBI height h は樹高 hの関数 f hの変曲点である.

最小二乗法を用いてこの式を実測値の h-G の分布に当

てはめることで,h を含む全てのパラメタが求められ

る.

3.微気象学的な方法（空気力学的群落高）

この節で紹介する方法は,毎木調査の結果を一切使用

せず,気象観測で得られるデータを使って森林群落高を

決定するものである.対象とする森林の中にタワーが建

てられていて,森林上の風速の鉛直分布（対数分布）を

表現するパラメタである地面修正量 dと粗度長 z が測

定されている場合,以下のように微気象学的な方法で群

落高を決定することができる.

Thom（1971）は,dと z の間に以下の線形関係が

見られることを示した.

z＝λh－d (4)

ここでλは定数,hは群落高である.この関係式は,

風速分布に対する仮想的な地表面 dより上にある植物

群落の高さ h－dに対して z が定数倍であることを示

しており,風が群落の内部まで深く入り込む（dが小さ

い）ときには z が大きく,風があまり群落に入り込ま

ない（dが大きい）ときには z が小さいという関係を

表している.真木（1975）およびMaki（1976）は,実

測の dと z の線形関係から推定される hを有効植物高

度と定義し,実際の群落高とよく一致することを示し

た.

一方,森林群落の上では風速の鉛直分布が下に凸,群

落内では上に凸の曲線になることから,Thomas and
 

Foken（2007）は群落内外の風速分布の変曲点を代表群

落高と定義できるとして,その高さを空気力学的群落高

（aerodynamic canopy height）とした.Nakai et al.

（2008a）は,真木の有効群落高とThomas and Foken

（2007）の空気力学的群落高が本質的に同じであること

を理論および観測から示し,(4)式を dと z の散布図

に当てはめて得られる群落高 h＝h を空気力学的群落

高と再定義した（図２）.そして,東シベリア,北海道,

愛知県の３気候帯の５つの森林にこの方法を適用した結

果,構造が単純な森林では h は林冠の表面を形成する

代表的な樹高に相当し,複雑な森林では h は上層木の

代表的な高さに相当することを示した.この空気力学的

群落高は,微気象学的に説明される大気と森林との境界

面として重要な意味を持つ.

なお,h は実測した dと z の間の回帰直線を求める

ことで得られるが,通常の回帰直線では鉛直軸の距離の

みを最小にするため,dと z を入れ替えたときに直線

が変わってしまう.従って,鉛直軸と水平軸の両方の距

離が最小になるModel II（geometric mean regression
 

model,幾何平均回帰モデル）を用いるのが望ましい.

図2：空気力学的群落高（aerodynamic canopy height）h
の説明図.上のプロットは,北海道大学北方生物圏フィール
ド科学研究センター雨龍研究林のダケカンバ林における地面
修正量 dと粗度長 z の線形関係から得られる h を示してお
り,回帰直線は(4)式による（Nakai et al.（2008a）のFig.
2(c)を改変）.下図は風速分布の鉛直分布の変曲点で定義さ
れる h（Thomas and Foken,2007）の概念を示している.
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4.CuBI heig htと空気力学的群落高

第２節と第３節では,毎木調査結果から求めるCuBI
 

heightと,微気象学的に求める空気力学的群落高を紹

介した.これらはそれぞれ独立して導入された概念であ

り,持つ意味合いは互いに異なる.それにもかかわら

ず,Nakai et al.（2010）は東シベリア,北海道,愛知

県の３気候帯の５つの森林においてCuBI heightと空

気力学的群落高を比較し,両者がほぼ一致することを示

した.この事実は,他の群落高の定義（第１節参照）と

異なり,CuBI heightが微気象学的な大気と森林との境

界の高さに相当するという根拠を有していることを示し

ており,その点で興味深い.また,空気力学的群落高は

毎木調査が不要である反面,タワーでの気象観測が必要

だが,CuBI heightは毎木調査のデータがあれば求めら

れる.このことから,気象観測をしていない森林でも,

毎木調査のデータによって,CuBI heightを用いて微気

象学的な大気と森林との境界の高さを推定することがで

きる.

図３は,実際の適用例として,北海道幌加内町字母子

里にある北海道大学北方生物圏フィールド科学研究セン

ター雨龍研究林のダケカンバ林および針広混交林を対象

にした毎木調査の結果および群落高の計算結果を示した

ものである.ダケカンバ林（図3a）は,ダケカンバの

一斉林のため,定義による群落高の違いは比較的小さ

かったが,それでも算術平均樹高やLorey’s mean
 

heightでは小さいサンプルの影響で低い値となった.

そして,CuBI heightと空気力学的群落高との差は小さ

かった.針広混交林（図3b）の場合,群落の最上層を

形成する樹木は個体サイズが大きい一方で数自体は少な

く,下層木が非常に多いという構造になっていた.その

ため,算術平均樹高は5.3mと,全くこの森林を代表

しない値になっており,Lorey’s mean heightも下層木

の影響で低めの値となった.その一方で,CuBI height

と空気力学的群落高との差が驚くほど小さかった.な

お,Nakai et al.（2010）はこの２サイトに加え東シベ

リアのカラマツ林,アカマツ林,そして愛知県瀬戸市の

常緑・落葉樹混交林を対象に,上述の例にさらに３種類

の top heightの定義を加えて空気力学的群落高 h との

差を比較しているが,その結果,CuBI height h だけは

常に h との差が12％未満だったのに対し,他の定義に

よる群落高は,少なくとも１サイトで h との差が20％

を超える結果となった.

このように,CuBI heightと空気力学的群落高は,そ

れぞれ全く異なるコンセプトであるにも関わらず,ほぼ

一致した高さを示すことが分かった.そして,針広混交

林のような複雑な構造の森林でも,CuBI height（およ

び空気力学的群落高）は上層木の代表的な高さを表現し

図3：北海道大学北方生物圏フィールド科学研究センター雨龍研究林のダケカンバ林(a)および針広混交林(b)における毎木調査
の結果.左の図は各森林の写真と説明である.中央の複合図は,棒グラフが樹高頻度分布,白丸は樹高に対する積算胸高断面積
合計 G のプロットである（Nakai et al.（2010）のFig.2(a)と(b)を改変）.赤い線はRichards式による回帰曲線（(3)式）で,
その変曲点であるCuBI height h も青色で示している.右のグラフは,毎木調査を実施した区画の長辺側からみた各個体の水平
位置と樹高をプロットしたものである.４色の水平ラインは,図の下に示したそれぞれの定義による群落高を示しており,色を
対応させてある.
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ていると言える.

5.CuBI heig htと空気力学的群落高の適用

可能性

第１節で概説したように,森林における微気象研究に

おいて森林群落高は極めて重要であり,CuBI heightの

導入によって様々な森林の群落高が同じ方法で客観的に

決められる意義は大きい.その中でも,特にサイト間比

較研究におけるCuBI height導入の効果は大きいと考

えられる.それは,同じ定義で森林群落高を決定するこ

とで,現象の相互比較の際のベースを揃えることが出来

るためである.実際,Nakai et al.（2008b）は,CuBI
 

heightの原案 を用いて d/hと z/hを５つの異なる森

林サイトで比較し,d/hと z/hのサイト間の相違が森

林の立木密度によって説明されること,また d/hの各

サイトでの季節変化が葉面積指数によって変化し,その

変化の度合いが立木密度によって異なることを明らかに

した.そして,これらの効果を組み込むことで,d/h

と z/hのサイト間の差異や季節変化を森林構造で表現

するモデルを開発した.このように,様々な測定値を複

数の異なる森林間で比較する上で,CuBI heightは有効

な森林群落高の定義であるといえる.

また,これまで多くの森林で,樹高と胸高直径の長期

的な記録が取られているため,これらのデータを用いて

過去に遡ってCuBI heightを計算すれば,微気象観測

が行われる以前の過去の群落の空気力学的群落高を推定

することが可能になる.さらに,例えばSEIB-DGVM

（Sato et al.,2007）のような植物の成長を動的に組み込

んだ生態系モデルでは,樹高や胸高直径の予測値から

CuBI heightを計算することで,将来の森林群落構造に

対応した空気力学的群落高を推定することができる.こ

のことは,上述の d/hと z/hのモデルと組み合わせる

ことで,予測モデルにおける森林－大気間のフラックス

の表現を高度化し,それによって将来の森林の蒸発散や

CO 吸収量の予測の信頼性向上に貢献できると期待さ

れる.

付録：関連するソフトウェアのダウンロードに

ついて

第２節で取り上げたCuBI height h を求めるMAT-

LABとＲのプログラムは,下記の著者のサイトで公開

されている.

https://sites.google.com/site/taronakai/software/

cubi calc

また,第３節の空気力学的群落高 h を求める上で推

奨されるModel IIの回帰を行うプログラムは以下で公

開されている.

Excel:http://www.lpc.uottawa.ca/data/scripts/mo
 

delii.zip
 

MATLAB:http://www.mathworks.com/matlabcen
 

tral/fileexchange/27918-gmregress
 

R:http://cran.r-project.org/web/packages/lmodel
 

2/
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