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動的全球植生モデル
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熱帯・温帯域において、森林伐採が
水収支・境界層フラックス・気象へ与える影響

植生が存在することで、例えば年平均気温は一般に
・中低緯度帯 → 下降
・高緯度帯 → 上昇

真夏の昼間に、ヘリコプター観
測した地表面温度@仙台市

植生から気候環境へのフィードバック（熱・水・放射）

出典: 佐藤永(2008) 日本生態学会誌 58、原図：Foleyら(2003) Front Ecol Environ 1出典: 近藤純正「地表面の気象学」、データ元：菅原広史



気候予測に用いられるモデルは
複雑な地球システム統合モデルへと発展しつつある

蒸発散速度や放射収支など

気候モデルの変遷



Cox et al. (2000)の衝撃

原図：Cox et al. (2000) Nature408

1850～2100年にかけての全球平均気温の変化

植生分布を変化させない場合：＋6℃

植生分布を変化させた場合 ：＋8℃

気候変動シミュレーションにおける動的植生の影響
＠IPCC IS92a“Business as usual”炭素排出シナリオ

気温 降水量 植生炭素

この差の主な理由は、アマゾン盆地において生じる大規模な植生崩壊



Hours          Months          Years               Decades         Centuries            Millennia    

生理プロセス 植物地理

動的全球植生モデル(DGVM)が取り扱うプロセスと時間スケール

古気候学の

時間スケール
年々変動

生態プロセス

人為的気候変化季節変化日変化

植物個体群動態
(成長速度・死亡
率・定着率)

遷移
（種組成）

気孔コンダクタン
スの反応

葉の

フェノロジー

潜在植生の
分布地図植生帯の分

布変化

人為的な気候変動に対する陸面生態系の応答には
植物生理プロセスと植物生態プロセスの両者が関わる

Original Figure: Prof. Paul Moorcroft



Potential: 気候変化

Actual:
種子拡散・
競争・(攪乱)
↓

タイムラグ

しかし、気候が変化しても、実際に植
生の移動が完了するまでには、最大数
千年に及ぶタイムラグが生じる

全球スケールにおいては、植生帯の
分布は、主に気候要素で決まる

人間社会にとって重要なのは、数十～数百年間の気候変動予測。
よって、気候変化と植生変化との間のタイムラグは無視できない。

気候変動と植生変化との間の時間遅れ



植物個体群動態の扱い方
動的全球植生モデルの基本構造と入出力

SEIBは、木本の個体間における局所的な相互作用を明示的に扱う動的全

球植生モデル。気候変化に対する植生応答のタイムラグを支配する過程を、

機構ベースで扱う、という発想の元で設計された。

動的全球植生モデルSEIBについて



炭素循環の概略 水循環の概略

図：Sato et al. (2007) Ecological Modelling 200を一部改変

SEIBにおける炭素と水の収支



(2) 局所的な光条件によって規定される木本個体間の競争が適切に表
現され、したがって気候変動に伴った植生変動の速度を、より的確に
予測できることが期待される。

(1) パラメーター推定に個体群生態学のデータ（木本密度、サイズ分
布、樹齢分布）をそのまま利用することが出来る。

発達した森林とは100m2前後の林分単位において崩壊と再生が繰り返される動
的な構造体であり、このような動態（ギャップ動態）は、森林の炭素フラック
ス変動を強く規定している。なぜならば、一般に、成熟した林分では光合成生
産量と維持呼吸量とがほぼ釣り合うが、他方、成長途中の林分では光合成生産
物の多くが構造体の生産に用いられ、炭素のシンクとして機能するからである

(4) ギャップの再生速度が適切に表現され、そのようなギャップ動態
に伴う炭素収支の変動を適切にシミュレートできる。

SEIBが木本個体間の局所的相互作用を扱う理由

(3)個体サイズ依存の事象（例：乾燥に対しては大木ほど死亡率が高い、
山火事に対しては大木ほど生存率が高い）を明示的に扱う事ができる。



(1) より多くの計算リソースを消費

(2) モデル挙動のStochasticityが高い。

(3) ギャップ動態などによって、計算結果の時系列に確率的変動が生じやすい

(4) データフュージョン（衛星観測などで得られたLAI・PAR・山火事などの
データと比較しながら、モデルの挙動を適宜修正させるという方法）などに
応用するには厳しい。

→よほど込み入った計算をさせるとかでなければ、最近は殆ど問題にならない

→気軽にアンサンブル計算ができる時代になり、最近は殆ど問題にならない

→気軽にアンサンブル計算ができる時代になり、これも最近は問にならない

→個体群動態を解析的に近似する手法もあり広く使われている（ED2モデル）

→そういう応用面ではCompartmentモデルを使うべき。

個体ベースでモデルを組むことのデメリット



Photosynthesis condition for woody PFTs 

(Direct radiation)

Lower crown layer suffers 

from self-shading

midday radiation is calculated

for each individual tree

for each 50cm-interval crown 

layer.

To avoid ‘edge effect’, it is 

assumed that virtual forest 

repeats



Leaf area density Relative radiation
1.00.00.0

Based on average leaf-area-density for each crown layer,

mean intensity of diffused radiation was calculated for each crown 

layer.

Horizontal structure was ignored

Photosynthesis condition for woody PFTs 

(Diffused radiation)



林床は1m×1mの区画に分割され、その直上を被覆する木本のLAI

に応じて減衰した日射が降り注ぐという構造

Photosynthesis condition for grass PFTs 

(Direct + Diffused radiation)

Assuming tree leaves uniformly disperse over grass 

layer, radiation on top of the grass layer was calculated.

Vertical structure was ignored

Grass layer



植物種は少数の植物機能型(PFT) で扱う

１，熱帯性広葉常緑樹 (Tropical broad-leaved evergreen)

２，熱帯性広葉雨緑樹 (Tropical broad-leaved raingreen)

３，温帯性針葉常緑樹 (Temperate needle-leaved evergreen)

４，温帯性広葉常緑樹 (Temperate broad-leaved evergreen)

５，温帯性広葉夏緑樹 (Temperate broad-leaved summergreen)

６，寒帯性針葉常緑樹 (Boreal needle-leaved evergreen)

７，寒帯性針葉夏緑樹 (Boreal needle-leaved summergreen)

８，寒帯性広葉夏緑樹 (Boreal broad-leaved summergreen)

木本 （８タイプ）

８種類のPFTs（Plant Functional Types、植物機能型）から構成される

草本 （２タイプ）

２種類のPFTs（Plant Functional Types、植物機能型）から構成される

１，C３草本

２，C４草本



Process Approach Source

Physical 

Process

Radiation Beer's law

Evapotranspiration Penman-Monteith transpiration

+ interception

+ evaporation from soil surface

Monteith & 

Unsworth (1990)

Soil water process Empirical analogs of Darcy's Law: saturated and 

unsaturated percolation in 3 layer soil

Neilson (1995)

Physiology Photosynthesis Michaelis-type function

Maintenance 

respiration

Respiration rate is in proportion to nitrate contents for 

each organ

Ryan (1991)

Growth respiration Respiration rate is based on chemical composition of each 

organ

Poorter(1994)

Stomatal conductance A semi-empirical model Ball et al. (1987)

Phenology A set of semi-empirical models of which parameters were 

estimated from satellite NDVI data

Botta et al. (2000)

Decomposition 2 carbon source of decomposition: labile part of litter and

passive part in mineral soil

Sitch et al. (2003)

Vegetation 

Dynamics

Establishment Climatically favoured PFTs establish as small individuals Sitch et al. (2003)

Mortality Function of “annual NPP per leaf area”, “Heat stress”, 

“Bioclimitic limit”, and “Fire”

Sitch et al. (2003)

Disturbance (fire) An empirical function of soil moisture and above ground 

biomass

Kirsten et al 

(2001)



カラマツ林の分布 (GLC2000)

カラマツ林帯の存続に、永久凍土が重要である事が示唆されている

他方で、地表面近くの永久凍
土は、今世紀末にかけて大幅
に縮小すると予測されている

Lawrence et al. (2005) GRL 32

永久凍土分布 (Lawrence et al. 2008)

世界最大の針葉樹林帯、東シベリアのカラマツ林帯



陸面物理過程モデル
NOAH

(計算時間間隔：20min)

葉面積指数
有機物層の厚さ
群落コンダクタンス

土壌の含水率と温度
（日平均）

炭素収支
植生状態（優占
種・相観・生物
量・土壌炭素量な
ど）

地表面における
水・熱・放射の
各収支
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通
の
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動的植生モデルSEIB

（計算時間の間隔：Daily）

気象データ
変換ルーチン
(Daily→20min)

SEIB-DGVMバリエーションその1：NOAH-LSM結合モデル

永久凍土を含む土壌の熱・水プロセスを扱うモデルNOAH-LSMを結合したスキーム



永久凍土面の上昇

永久凍土面の上昇

山火事（東シベリアの
カラマツ林帯では、100
～200年に1回程度、大
規模な山火事が生じる）

リター層と林床植生の発達

一斉更新

山火事直後 20~40年後 100年以上経過

水不足による
カラマツの成長鈍化

東シベリアにおける、カラマツ林-凍土フィードバック系

永久凍土面の下降

山火事直後

地表面に到達する太陽光量
が増加。さらに、地表面の
有機物が除去されることで、
大気-陸面間の熱交換が盛ん
になる



土壌含水率の年々変化

（深さ0～50cm、6～8月の平均値)

実・潜在蒸発散量比の
土壌含水率への依存性
（6～8月積算値、 土壌含水率は0～50cmの平均値
、 期間1998～2006年）

結合モデルの検証１：
カラマツ成熟林における水文過程の年々変動の再現

Sato et al. (2010) For. Eco. Manag. 259



結合モデルの検証２：
カラマツ林の発達に伴った、年最大ALDの遷移の再現

シミュレーション出力
(10回のシミュレーションの平均を
10年間移動平均した）

観測結果
(@泥質土壌)

観測結果
(@砂質土壌)

山火事からの経過年数 観測結果はVasiliev & Fedorov (2003)
8th Int. Conference on Permafrost より

活
動
層
厚
（季
節
最
大
値
）の
相
対
変
化



□△×: 観測値

年NPP & 年NEE地上部バイオマス

●□▲×: 観測値

Sato et al.  (2010) Forest Ecology and Management

ボーエン比 NEE

改造SEIBモデルの検証3： 東シベリアカラマツ林の再現

200年間の遷移の再現

成熟林における、水・熱フラックスと植物生産の季節変動の再現

NPP

200年間の遷移に関する観測値は、ヤクーツク各所で行われた毎木調査とフラックス計測
ボーエン比とNEEは、Ohta et al. (2008)によるフラックスタワー観測
NPPは、リモートセンシング（MODIS）プロダクト

観測値の出典:



SEIB-NOAH統合モデルによる東シベリア・カラマツ林帯の変化予測

活動層の厚さ
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生物量

増加傾向
(ただし、過湿枯死の可能
性は考慮してない)

地表面付近から
永久凍土が消失

土壌含水率

増加傾向

図の出典：Sato et al. (2016) JGR Biogeosciences
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現在手がけている研究：地形の水文過程を介した影響の考慮

●■▲・ : カラマツ生存木
Ｘ : カラマツ枯死木

: マウンド部
: 過湿域 (ミズゴケ)
: 過湿域 (草本)

北斜面にのみ森林が分布

谷底にのみ森林が分布

乾燥による制御
＠モンゴル北部

過湿による制御＠中央～
北端シベリアの氾濫原

このような地形の効果を扱う動的全球植生モデルは存在しない
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1ha調査地における分布図

http://www.fca-today.com/page13.html


Water uptake

Sapflow

Transpiration

ψs

ψl

ea

ci

ca

Assimilation

通水阻害・炭素飢餓が
個体死亡確率が上昇

維持呼吸

成長

NSC

成長呼吸

SEIB-DGVM-originated 

Terrestrial Ecosystem Dynamics model

SEIB-DGVMの植物生理プロセ
ス表現を大幅に拡張したモデル

光を巡る競争から水や炭素に関
する生理応答まで、個々の木本
の生き様を詳細に表現。そのた
めに、水収支を個木ごとに計算
するように拡張。

Non-Structure 
Carbonが不足すると
炭素飢餓が生じる

葉水ポテンシャルが
閾値以下になると
通水阻害が起きる

光合成蒸散

樹液移動

原図：熊谷・中井

SEIB-DGVMヴァリエーションその2：

主開発者

熊谷朝臣(東京大) 中井太郎(名古屋大)



出典：Allenら2010 For.Ecol.Manage. 259

S-TEDyが扱おうとしている事象

乾期の乾燥の強さを示す指標であるMaximum Climate Water Deficit (MCWD)の30年間最大値を、20世紀末と21世紀末
とで比較した。(with MIROC-ESM＠RCP8.5)

計算・画像提供：髙橋厚裕（気候変動リスク情報創生プロジェクト、テーマD）

今世紀末にかけて、
乾期の乾燥ストレスが

厳しくなる地域

和らぐ地域

近年、世界各所で乾燥による樹木
の大量枯死が増加している

乾燥ストレスは、木本生物量が集中分布している熱帯域において特に厳しくなる見通し

乾燥枯死リスクは、高木ほど大きい

出典：McDowell & Allen 2015 Nature Clim. Change

個体ベースモデルを用いた乾燥枯死のモデリングが行われつつあるが、
S-TEDyは一歩先を行っている



MIROC MATSIRO

陸面物理過程モデル

CO2気象 土壌温度葉面積指数

水・熱・放射
全球気候モデル

動的全球植生モデルSEIB

結合の方式

アウトリーチ1

出力例（20世紀末） Watanabeら(2011) Geosci. Model Dev. 4

木本炭素 土壌炭素 総一次生産量

SEIBは、日本の地球システム統合モデルに組み入れられ、
IPCC第五次報告書における長期気候変動予測に貢献した



高機能かつ直感的に操
作できる可視化プログラ
ムSEIB-Viewer

任意地点の気象
データを生成す
るWebシステム

仕様書
技術マニュアル

http://seib-dgvm.com/

コード本体やモデルを運用する上で必要なデータセットや技術資料等をウェ
ブサイトにて公開している。これまでに複数のユーザーを獲得している。

アウトリーチ２



様々な場所で検証や高度化が行われた

・全球 (Sato et al. 2007)

・東シベリア (Sato et al. 2010, 2016)

・東南アジア熱帯低地林 (Sato 2009)

・アフリカ大陸 (Sato and Ise 2012, Ishi et al. 2013, Sato et al. 2015)

・亜熱帯性多雨林 (Fujii et al. 2009, Fujii et al. 2010, Fujii and Kubota 2011)

コードや各種資料を公開しており、多くのユーザーがいる

・東南アジアのゴム人工林、熱帯多雨林シミュレーション（東大・熊谷, 名大・中井）

・複雑な構造を持つモデルのデータ同化手法の開発（理研・荒木田, 京大・伊勢）

・シベリア域の植生と土壌炭素シミュレーション（北大・鄭, 北大・宮本）

・北海道の天然林更新（北大・Wulan）

・アフリカ大陸における、降水パターンと植生との関係（スタンフォード大学・Guan）

・SATREPSプロジェクトにおけるマングローブ林シミュレーション (東工大・中村)

多くのユーザーの目に晒されたことで、現バージョンのコードの頑健性は著しく向上した。
2005年10月のコード公開から、2018年11月現在までに30回以上の公式バージョンアップを行った。

SEIBは、様々な生態学的知見を反映させるのに適したモデル構造
を持つため、様々な応用研究の土台として利用されている

・周北極域 (Ise and Sato 2008)

・モデル間相互比較 (Ichii et al. 2009, Ito et al. 2010)

SEIB-DGVMの特長



動的全球植生モデルの構成要素
・植物生理学（光合成、呼吸、展葉・落葉タイミングなど）

・植物個体群生態学（定着、競争、死亡など）

・攪乱過程（山火事、台風、土地利用）

・地表面付近の気象学・微気象（粗度長、放射収支など）

・水文学（蒸発、蒸散、土壌の凍結融解過程など）

分野横断的な研究の「場」を提供する動的全球植生モデル

動的全球植生モデルを用いた研究の典型的な作業フロー
1. 観測サイトレベルでの精密な検証（遷移のパターン、物質・エネルギー循

環の季節と年々変動・経年変化）

2. 広域にモデルを適用し、地理分布データを利用した検証を実施。これによ
り、気候環境の違いに対するモデルの応答の妥当性を検証

3. どの過程やパラメーターが、モデルの不確実性に大きく寄与するか感度分
析を実施。このような感度分析は、植生の構造や機能に大きな影響を与え
うる環境要素を、スクリーニングする上でも有用

4. 気候変動シナリオや土地利用シナリオを適用した環境変動予測

この2グループは
研究者集団が学部
教育レベルで分か
れており、特に接
点が少ない
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明治神宮御境内林苑計画

100年前

現在

SEIBの応用計画1 植生管理計画ツールの開発

例：明治神宮における「自然林」造営

初期条件：保水力と栄養塩に乏しい荒れ地（関東ローム）

目標：100年程度の時間をかけて自然更新する森林を造営する
ただし、その途中であっても森林景観を実現する

手法：荒廃地に適応したアカマツを林冠に、多種の常緑広葉樹を林床に植樹、以降放置

当時の日本の英知が結集され、経験知を元に計画が策定された。現在同様の事業を
実施するにしても、状況に大差なし。そこで、このような植生変化を考慮に入れた
長期土地利用計画を、より定量的かつ手軽に策定する手段を開発する。



SEIBの応用計画2 放置人工林の管理計画シミュレーター

日本の森林は40％以上が人工林であるが、間伐が間伐対象林齢の森林の
半数程度しか実施されていない。放棄人工林は、いずれ広葉樹から成る
自然林に遷移するが、その過程で様々な公益上のリスクが高まる

保水力低下と土壌流出豪雨に対する脆弱性

間伐前 間伐後東海豪雨による「沢抜け」

下層植生量と最大浸
透速度との正相関

林床の状態は土壌流
出速度を強く規定

強度間伐により、林床が明るくなり、下層
植生が回復する。その結果、林床の最大浸
透速度が増大し（保水力の増加）、土壌流
出速度が低下する（土壌流出の阻止）

同時に、攪乱に対する脆弱性も低下し、炭
素固定速度も維持されると期待される

土
壌
浸
食
量



拡張：SEIBがスギやヒノキの人工
林を適切に扱えるようにする

検証：間伐に対する人工林の反応
が正しく再現されることを、林分
密度管理図を用いて確認

高度化：SEIBが日本の温帯広葉樹
林を、より適切に扱える様にする

検証：永久プロットにおいて観測
された長期森林動態データが再現
できるようにする

下層植生量と土壌浸透率・
土壌流失量との関係式

森林の現況、森林施行シナリオ、気
候変動シナリオ、傾斜度、緯度経度

林分構造と攪乱時脆弱性
との関係式 保水力、土壌流出量、攪乱時の脆

弱性、森林全体の炭素保持量

総合的・長期的な人工林管理
を提案できるシミュレーター



第24回ユネスコ・アジア太平洋地域国際水文学
計画トレーニングコースでの実習風景
(於名古屋大学HyArc, 2014年)

SEIBの応用計画3： 教育用途への適用

計算の中心部分には最先端のシミュレーシ
ョンモデルを採用しながらも、一般的なパ
ソコンにおけるGUIによる直感的な操作を
通じて、環境問題や植生に興味を持つ非専
門家が利用できる教材を作成したい

↓
今後10年以内を目処に
・専門家向けの日本語教科書の執筆
・一般向けの入門書の執筆
・SEIBの利用を容易にする仕組みの充実

SEIB-Viewerを用いた一般向けの研究成果発表
(於 JAMSTEC横浜研究所, 2016年)

過去の活動例

準備状況

共著専門書や総説論文の執筆 オンラインドキュメントの執筆


