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Ⅰ－５ 開放系 CO2 増加実験（FACE：Free Air CO2 Enrichment）に 

よる森林樹木への高濃度 CO2 の影響評価: 札幌実験苗畑の例 (2002-2013) 
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はじめに 

樹木は多量の炭素を蓄積する巨大な組織（幹：シンク）をもち、地球上の炭素循環を考える

上で重要な植物グループである。光合成作用の結果、固定した炭素から幹を造り光合成器官で

ある葉をより光環境の良い場所へ配置することで自らの環境を変える。また、樹木は近年急上

昇している大気 CO2 濃度など、さまざまな環境変化に順応して生き抜いている。1997 年 12 月

に採択された京都議定書への対応もあって、進行する高 CO2 環境に対する森林樹木の応答を至

急解明する必要性が唱えられた。 

このような考えは文部科学省の「人・自然・共生プロジェクト」に一部採択され、2003 年か

ら札幌研究林において苫小牧、天塩研究林の支援を得て、落葉樹を対象にした開放系大気 CO2

増加（FACE: Free Air CO2 Enrichment）実験を開始した。さらに「分子生物学から個体生理、そ

して地球モデルへとスケールを変えて CO2 への応答を探る」という新学術領域研究に採択され

たことによって、北大 FACE はさらに 5 年間継続でき、成果に普遍性を与えることが出来つつ

ある。野外の操作実験からは 5～10 年程度継続した研究の結果でなければ、変動の大きい野外

での傾向を論じることは出来ない。従来の研究は、制御環境で得られたデータを基礎に予測値

を与えてきた。しかし、本研究は野外環境で実施することに意義がある (小池 2010)。なぜ、精

密な制御が難しく膨大な予算を必要とする野外での操作実験を行う必要があるのかを、まず述

べたい。 

 

野外での CO2 付加実験の必要性 

樹木をはじめ多くの植物生産は自然環境下で営まれるため、制御環境で得られた成果の利用

には限界がある。例えば、植物群集の生産力を予測する指標である葉面積指数（LAI：単位土

地面積当たりの葉面積）は、日陰や乾燥といった無機的な環境だけではなく、病虫害によって

も大きく変化する。野外で行われる森林での物質生産の推定には、変動環境の影響を見込んだ

予測データを得る必要がある (小池ら 2013)。しかし、植物の環境応答のみを抽出するために

は、生育環境の均質性を優先せねばならないため、従来の多くの研究は制御環境で行われてき

た。実際には病虫害などが見られる。 

一方、従来の多くの実験結果をまとめ、 オーストラリアの研究者 W.J. Arp は、1991 年に「負

の制御：植物が長期間高 CO2 で育成されると成長が増加しなくなる現象」が生じる原因として、

「根の制限あるいはソース-シンクのバランスが崩れるために生じる実験のエラーである」と指

摘した。この総説をきっかけに、世界中の CO2 付加実験の方法が一変し、FACE 実験が 1993 年

から北半球を中心に導入された。CO2 が空気より重いことを利用して、対象の植物よりやや高
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い風上の位置から CO2 を付加する。このため FACE では CO2 以外は自然条件での実験が可能に

なった。 

先行する欧米諸国の研究成果を日本は利用すればよい、という考えもある。しかし、気候の

大きく異なる欧州では、広く見ると黒ボク土、同じく北米は貧栄養のカナディアンシールド、

日本は火山灰土壌と土壌も大きく異なることから、やはり独自データを得る必要がある。そこ

で 2003 年から落葉樹 11 種を対象に実験に取り組んできた（小池ら 2013）。強光利用のカラマ

ツ（針葉樹）、散孔材のカンバ類、ケヤマハンノキなどの遷移前期種、弱光利用のブナやイタヤ

カエデなどの遷移後期種、中間種のシナノキ、環孔材であるハリギリ、ヤチダモ、ミズナラ、

ハルニレである。2009 年からの文科省の新学術領域研究による第 2 期ではカラマツ類 2 種、カ

ンバ類 3 種、ミズナラ、そして第 1 期からのブナを対象にした。 

北大 FACE 研究によって成長の速い樹木では枝葉が増加することが解った。成長は土壌環境

に大きく影響されるため、富栄養とされる我が国では一般的な褐色森林土を対照として、北海

道をはじめ日本では特徴的な未成熟火山灰土壌との混合土壌処理区を設けた。対照区は現状の

大気 CO2 濃度（370～390 ppm）、FACE では 2040 年頃を想定した 500 ppm に設定し各 3 反復で

行った。私達の FACE では落葉樹混交林の葉の動態と機能を前期 5 年、後期 6 年に渡って追跡

した。研究成果は順次公開していくが、本稿では、特に群落で生じるメタン発生に関連して森

林管理の在り方を強調したい。 

 

メタンのシンクからソースへ：群落構造の影響 

北大 FACE でも質量ベースで CO2 の約 25 倍の温室効果を持つガスであるメタン（CH4）の動

態に特色が見られた。メタンは沼地、水田や湿原など嫌気性条件で活動するメタン酸化菌が生

産する。また、牛の消化管にも同類の細菌は生息するので、“げっぷ”からも大量に放出される。

このためメタン生成を抑制できる家畜飼料も考案されている。 

これまでの調査から、日本の森林の林床にはリター（落葉落枝）が積もっていて、好気的環

境のためメタンの吸収源と考えられている。事実、平均すると 6.9 kg ha-1yr-1 のメタンが吸収さ

れていることが解った。欧米などの報告と比べると日本の森林土壌は単位面積当たりのメタン

吸収量は約 2 倍大きいという。この理由は、日本に火山灰由来土壌が広く分布し空気がたくさ

ん含まれる構造をしていることから、通常の土壌に比べるとメタンのシンク機能が高いと考え

られている（Morishita et al. 2007）。 

北大 FACE 実験からは、2040 年頃のレベルと想定される高 CO2（500 ppm）に設定された林

床におけるメタンの吸収量は、対照区（380～390 ppm）の半分程度になることが解った(図－１，

２)。さらに、土壌は不均質でもあることから、FACE 内部の土壌のところどころにメタンを放

出している場所がみられた(Kim et al. 2011)。高 CO2 では植物は葉面の気孔を閉じ気味にする（閉

 
 
 
 
 
 

図－1． 

メタン吸収速度 

図－2．FACE での土壌含水率とメタン放出 

（Kim et al. 2011 から改作） 
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じた気孔の割合が大きい）ため、樹木からの蒸散が減る。また、上層木の葉が繁茂し林床へ届

く光量も減るため地面からの蒸発も減少し、リターは湿気を帯びた状態になる。これらの変化

によって林床が嫌気条件になることが原因の一つとして考えられた。さらに同じ土壌含水率で

も FACE の方がメタン吸収は低下していた。これらのことから、今後 CO2 濃度が上昇し続ける

と強力な温室効果ガスであるメタンの森林からの放出量が増加すると考えられる。 

上層木の枝葉の繁茂のために林床へ届く光が減少し、更新した稚樹が利用できる光は減少す

ることが熱帯林でのデータを用いたシミュレーションからも予測された。大気 CO2 濃度が

550ppm を越えると、林分密度にもよるが、林床の相対照度が 5%以下に達するので、更新稚樹

の生存は困難になる。林床に生育する稚樹などの光利用特性は、生化学モデルによると高 CO2

では稚樹の光補償点は暗い方へ移動することが予測された。まだ研究結果は断片的であるが、

FACE で生育した多くの落葉広葉樹では、わずかに光量子収率の増加することが確認された。

これは弱光域での利用能力が上がることを意味する。さらに落葉広葉樹の葉では、クロロフィ

ル含量が一般に不足気味であり、これは窒素の影響を受けるので、増加し続ける窒素沈着の効

果も検討せねばならない。 

このように、従来、良材の生産、齢級構成の適正化と CO2 吸収源対策で推奨されてきた間伐

には、もう１つ森林の「メタン吸収」機能を向上させるという「温暖化抑制」の視点から重要

な役割があることを強調しておく。もちろん、除間伐に当たっては、林床のササの役割につい

ても研究を進める必要がある。 

 

越境大気汚染の影響 

最後に、国境を超えてやってくる大気汚染物質とされるオゾン（O3）の影響に注目する。混

同されやすいのは成層圏（地上 20～60km）に存在するオゾンである。太陽からの有害な紫外

線（UV-C、部分的には UV-B）を DNA が吸収すると破壊され、生命は健常には生存できなく

なる。この紫外線を成層圏のオゾンが吸収して、現在のように地球上に生き物が生活できるよ

うになった。オゾン・ホールで問題視されるのはこちらのオゾンである。これに対して濃度が

急激に増えてきたのが対流圏（地表面：0～約 11 km）のオゾンである。 

オゾンはNOxなどの窒素酸化物や揮発性の有機化合物(VOC)などと太陽光の紫外線が作用し

て生成される。大都市周辺において高濃度となることが一般的であるが、偏西風に乗って風上

の国々からの越境大気汚染によるオゾンの問題も無視できない。強力な酸化剤であるオゾンは

気孔を通じて体内へ取り込まれ悪影響をもたらす。北米と欧州では森林の衰退の主な原因とし

て注目されてきたが、オゾン前駆物質の濃度は減少傾向にある。最近、わが国でもオゾン前駆

物質の濃度は減少傾向にあるが、60 ppb を超える比較的高濃度のオゾンが春から夏にかけて頻

繁に観測されている。全球レベルのモデルシミュレーションによると、対流圏オゾンの増加に

よって、植物の総一次生産が最大 30 %以上抑制されるという。光合成生産が高 CO2 環境で若干

増加しても、その効果は対流圏オゾンによって減少する。 

2011 年度に FACE の改修予算が一部認められた。そこで、「高 CO2 環境では気孔が閉鎖気味

になって、O3 の取り込みは抑制される」を検証する実験を進めた。成長の早い北東アジアの造

林種グイマツ雑種 F1 を高 CO2（600 ppm）とオゾン付加(60 ppb：日中 7 時間)で育成した。結果

はオゾン単独処理で肥大成長が抑制されたが、高 CO2 によって O3 による成長抑制量は緩和さ

れたが、その量はオゾン単独処理値の約 20%に留まった。しかし、夏期の気孔コンダクタンス

には処理の明瞭な差がなく、CO2 増加環境でのオゾン吸収量に注目する必要性がある。 

 

今後の展望 

 北大 FACE では予想以上の病虫害の影響が見られた。特に、FACE の火山灰土壌では虫害の

ために LAI の低下が著しかった。また、記録的な乾燥のために成長期中の落葉が生じたが FACE
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では LAI 低下は少なかった。総じて、LAI の増加割合は世界各地で得られた値よりやや低かっ

た。これには土壌条件が影響していると考えている。メタン吸収源であった森林林床が放出源

に変わるデータは衝撃的である。木部構造の変化については、蒸散抑制の結果として引き起こ

されると想定していた、道管の径や分布密度（単位面積当たりの数）の減少は 4 年間の育成か

らは明確ではなかった。今後、10 年間 FACE で育成したブナの木部構造や化学組成などを対象

に解析を目指したい。 

 なお、市川 一技術職員、歴代・札幌研究林長、同・補佐職員の皆様の御支援に感謝する。 
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