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１．はじめに
本研究は、北東アジアの植生の乾燥・半乾燥域を
対象として，大気・水・生物圏の相互作用を解明す
るために，現地での観測に基づく気象，水文，植物
生態，土壌環境の現状を明らかにすると同時に，モ
デルによる将来予測の実施のためのパラメータ取
得，モデル改良を行ってきた．本報告では，これら
の中から３つのテーマ，すなわち，「なぜ北東アジア
に乾燥ー半乾燥地域が存在するのか」，「乾燥ー半
乾燥地域の水循環はどの様になっているのか」，
「そのような場の水，植物群落と大気の相互作用に
はどの様な特徴があるのか」を中心に取り上げて得
られた成果をまとめていく．
２．対象地域の概要とデータセット
北東アジアの中に重点的に観測・データの収集を

図る研究対象地域を設定した．モンゴル国北東部
のヘルレン川流域とその周辺である（図１）．研究を
進める上で必要な詳細な観測を2003年5月から
10月にかけて4回の集中観測(IOP)を中心に実施し
た．測定地点を図１に示す．また，得られたデータ
の概要は以下の通りである．
2-1 森林植生
モンゴル国の北部山岳地を代表する，カラマツ，シ
ラカバ混合樹林として，ヘルレン川流域上流部の
Mongonmorit北の森林 (Forest) を選択し，測定ス
テーションが設置された．ステーションには高さ３０
ｍの観測タワーを設置し，観測を2002年3月より開
始した．測定項目は熱・水・運動量・二酸化炭素フ
ラックス，土壌水分，植生量，一般気象である．
IOP期間中にはこれらの自動測定項目に加えて，
土壌水，降水，水蒸気，河川水のサンプリングを行

図1 観測地域の概要．FORが森林の，KBUが草原でのフラックス，植生などの詳細な観測場所を示す．JGH,
UDH, BGN, DHの草原に自動気象ステーション(AWS)を設置した．River, Groundwater, Springの各点は，水の
サンプリング地点を示す．

い，その水質，安定同位体の分析に供した．また，
植生の成長を数値としてとらえた．
2-2 草原
モンゴル国中部の草原を代表する地点として，ヘル
レン川流域中部のKherlenBayan-Ulaan (KBU)を選
択し，2セットの測定ステーションを設置した．１つの
ステーションは200 m x 170ｍの保護策で囲むことで
放牧圧の無い草原を作り出し，その測定を行うことと
した．もう一つのステーションは放牧の影響を受けた
状態の草原の状態を測定した．測定項目は以下の
通りである．熱・水・運動量・二酸化炭素フラックス，
土壌水分，植生量，一般気象，土壌呼吸量，GPS．
IOP期間中にはこれらの自動測定項目に加えて，
土壌水，降水，水蒸気，河川水のサンプリングを行
い，その水質，安定同位体の分析に供した．また，
植生の成長量，放牧圧を数値としてとらえた．
2-3.斜面
山地斜面は土壌浸食の生じる場と考えられるため，
そのデータ取得のために，流域中流部に位置する
BaganuurとKherlenBayan-Ulaanに観測ステーション
を設置した．前者は比較的降水量が多いため，山
岳性ステップに属し，後者は降水量も少なく通常の
ステップである．両地点共に，50 m x 50 mの保護区
と非保護区を設け，通常の放牧のある場合と無い場
合の両方の場合について，土壌浸食量，水の流出
量，降水量，および水の同位体組成を測定した．
2-4.その他
上記に代表されるステーションにおいて主たる観測
を実施するが，空間的に広がる領域の情報をより正
確に把握するために，草原地帯４地点（Baganuur,
Jargalthaan, Underhaan, Darhan）において自動気象
観測ステーション(AWS)を設置し，観測ステーション
の測定値を補完するデータを取得した．測定項目
は，一般気象の他，土壌水分量などである.また，
IOP期間中にフラックスを同時測定し，その値と
AWSデータからフラックス算出のために必要なバル
ク係数の決定を行った．また植生量，放牧圧，土壌
の調査を実施した．
さらに，面的な広がりを把握する手段として，航
空機を４回の集中観測期間中にチャーターし，流域
内の水・熱フラックス分布，分光反射特性，および
水蒸気の同位体組成測定を実施した．また，自動
車による移動観測により，流域内の地下水の水位，
同位体組成を測定した．
2-5. ルーチンデータの取得

独自に行った詳細な観測に加えて，年々変化の
把握，モデルのキャリブレーション等の目的のため
に，共同研究機関であるモンゴル国気象学・水文
学研究所 (IMH) の観測ステーション（図2）でルー
チン的に得られている気象データ，河川流量デー
タ，植生フェノロジーデータを過去にさかのぼって
取得した．

図2 モンゴル国気象学・水文学研究所の観測ステー
ションの分布
３．北東アジアの乾燥域形成に及ぼすチベット高原
の顕潜熱加熱
中央アジアと中国北部の乾燥域は北半球におけ
る他の主要な乾燥域よりも高緯度に位置している．
また中央アジアの乾燥域と中国北部の乾燥域の季
節変化は異なるため，その成因にも違いがあると推
測される．図3は6月から8月までの降水量分布であ
る．図には水蒸気の水平フラックスも矢印で示して
ある．ベンガル湾では降水が多いのに対し，中央ア
ジアやタクラマカン・ゴビでは降水が少ない．この研
究では領域気候モデルにより中国北部の乾燥地域
（タクラマカン・ゴビ）の形成要因を調べた．

図3 6月から8月までの降水量分布. 矢印は水蒸気の水
平フラックス
3-1. 数値実験

解析に当たり，コロラド州立大学で開発された領域
気候モデルRAMS (Regeonal Atmospheric
Modeling System)に放射，積雲対流等の物理パラ
メタリゼーションを導入するとともに，東アジア領域
における降水分布を的確に再現できるようにパラ
メータのチューニングを行った (Sato and Kimura,
2004)．モデルをこのように改良することで，変動成
分に対する気候応答を調べる感度実験にも利用で
きるようになったのみならず，大気大循環モデルに
よる将来予測をよ派狭い領域にダウンスケールでき
るようになった．
注目する領域では夏季には強い下降流により降
水が抑制されている．この下降流を引き起こしてい
るメカニズムを解明することをめざし，いくつかの数
値実験を行った．まず地域規模の気候学的要因に
着目するため，日々の気象場の変動を除去する．こ
のため2000年の7月の1月間の帯状平均場を初期
値と境界値とした領域気候モデルによるシミュレー
ションを行った．30日間の数値積分を行い，図4に
は最後の10日間の400 hPaの平均鉛直流を示す．
図3と比べてみると，高原より北側の乾燥域は，中
心がやや西にずれているものの，ほぼ良く再現され
ている．次に（1）凝結過程を含まないRUN，(2)放射
をゼロに仮定した断熱RUN，および(3)断熱RUNに
チベット高原上に熱源を人為的においたRUNを実
施した．この結果，中国北部にあたる乾燥域の下降
流は(1)の無凝結runでも再現された．これは下降流
の原因が必ずしも潜熱加熱である必要がないことを
示している．（2）の断熱RUNではほとんど下降流は
現れず，夏には地形の力学効果はあまり重要では
ないことを示している．（3）のチベット高原の熱源応
答ではチベット高原の北側と西側に顕著な下降域
が現れる．しかし高原より南にインドモンスーンの降
水に相当する熱源を与えた場合には，高原の西方
の下降流は顕著ではあるが，北方の下降流は目立
たない．他の季節の帯状場を基本場とした数値実
験から，高原の熱源応答が北側に伝搬するのは，
高層ジェットの位置と関係が深いことが示された．
４．乾燥ー半乾燥地域の水循環：地下水－河川水
交流メカニズム
ヘルレン川流域のみならずモンゴル国のような乾
燥ー半乾燥地域においては，地下水は最も重要な
水資源である．従来，ヘルレン川流域の地下水に
関し，水文地質学的な観点からの調査事例はある
が，地下水の涵養・流出を含めた水循環プロセスに
ついては，ほとんど明らかにされていなかった．本
研究では，同位体・無機溶存成分等をトレーサーに
用い，ヘルレン川流域の地下水涵養および河川水
－地下水交流関係を明らかにするとともに，比抵抗
探査によって水文地質構造の解析を行い，地下水
流動と地質条件との関係性を検討した．
4-1.水のサンプリングと比抵抗探査
ヘルレン川流域上流部のMongenmorit (MNG) 付

図4 チベット高原に人為的な熱源をおいたRUNによ
る10日間平均の鉛直流と400hPaにおける風
近から下流域のUnderhaan (UDH)にかけ，およそ
4000 km2を対象に，河川水，湧水，既存井戸の地
下水，湖水等のサンプリングを行った（図１）．また
MNG，Kherlenbayan-Ulaan (KBU)，UDH，
Choybarsan (CHB)ではIMH所管の気象観測所に，
日単位・月単位の降水サンプリングを依頼した．採
取した水サンプルは現地で水温，電気伝導度，
pH等の基本項目を測定した後日本に持ち帰り，安
定同位体(2H, 18O), 無機溶存成分(Cl-, NO3-, SO42-,
HCO3-, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, SiO2)の分析を行った．
またMNGとKBUにおいて，時間領域電磁探査法
(TEM法)による地中の比抵抗探査と，50 m深度掘
削孔を用いた地中温度検層を実施した．
4-2.結果および考察
Kherlen川流域における地下水および河川水の水
質組成の空間分布を，図5に示した．河川水の全溶
存イオン濃度は，地下水のそれに比較し顕著に低
い傾向を示した．河川水はCa2+，HCO3-成分が卓越
する水質特性を示し，上流のMNG周辺から下流の
UDH 周辺に至るまで，水質特性およびイオン濃度
とも大きくは変化しない．これに対して地下水は，上
流のMNGからBGN周辺にかけては，河川水に類
似するCa2+，HCO3-卓越型の水質特性を示すが，イ
オン濃度は河川水に比較しきわめて高い．また中
下流域のKBU，DH，UDH周辺では，Na+，K+，
HCO3- 卓越型，あるいはNa+，K+，Cl-，SO42-卓越型
など，河川水とはきわめて異なり，地点ごとの水質
特性の違いが非常に顕著である．水質特性からは，
上流域の一部を除き，河川水と地下水の交流関係
を示す特徴はみられない．
このことをさらに検討するために，ヘルレン川主流
の３カ所（図1参照，Baganuur, BGN, Underhaan
UDH, Choibalsan CHB)の水文ステーションで流域
を区分して，その５月から９月までの５ヶ月間の収支
を検討した．図７に区分された流域を示す．また図
6に各小流域ごとの面積降水量 P，上流域からの流
入量と下流域への流出量の差 ∆Q，蒸発量 P-∆Qの
年々変化を示している．この図からも，上流域では

図5 河川水・地下水における水質特性空間分布
降水が河川を涵養しているのに対して，下流域で
は上流から流れてきた水がそのまま下流へ流れて
いっている様子がうかがえる．
同様のことが，同位体の調査からも明らかにされ
た．降水，河川水の酸素安定同位体比(δ18O)と地
点標高との関係を，図7に示す．降水の δ18Oの夏季
加重平均値は，MNGで-12.3 ‰，UDHで-11.5 ‰，
これに対しKherlen川本流の δ18Oは，MNGで-15.2
‰，UDHで-13.6 ‰であった．このことは，
Kherlen川本流の河川水がMNGからUDHにおける
降水，あるいはその降水に起源をもつ地下水によっ
て涵養されてはおらず，より上流の源流域にもたら
された降水によって涵養されていることを示唆して
いる．MNG，KBU，UDHの3地点における降水の
δ18O夏季加重平均値は，標高100 m当たりで0.25
‰低下する傾向がみられ，これは世界各地で報告
されているデータとも矛盾しない．図7において，最
上流サンプリング地点であるR14とR13の実測値か
ら蒸発の影響を除去した δ18O値と，MNGとKBUに
おける降水の年加重平均値を外挿した δ18O値とが
一致する標高から，両地点河川水の涵養高度を推
定した．その結果，R14およびR13における河川水
の涵養標高は1750～2460 mと算出された．これは，
Kherlen川の最源流域に相当する．
MNGおよびKBU両地点における，深度50 mまで
の地温分布を図8に示した．MNGでは深度5 m以
深において地温は0EC以下を示しており，また比抵
抗探査においても，地温測定地点付近においては

図6 BGNより上流部（上），BGN-UDHの中流部
（中），UDH-CHBの下流部（下）の河川収支．P:流
域降水量，∆Q: 流入量ー流出量，P--∆Q: 蒸発量
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５．乾燥ー半乾燥地の植生群落の挙動と特性
5-1. 草原と森林の差違
草原・森林サイトにおいて熱，水およびCO２純生
態系交換量 (NEE)を渦相関法によって求めた．図9，
図10に両者の季節変化を示す． 水，熱の大気と植
生群落の違いに関しては，森林のある上流域では
降水量が多く，蒸発量を差し引いても地下への涵
養が起きていることがわかるのに対し，草原域では，
基本的に降水のほとんど全てが蒸発として大気に
戻されていることがわかる．熱収支的にも，森林は
正味放射量が多く地中熱流量が小さいため，顕熱，
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高比抵抗域が現れていることから，当地点において
不連続の永久凍土が存在しているものと判断され
た．一方，KBU地点では深度50 mまでの地温は常
に+2EC以上を示している．当地点においても高比
抵抗域は存在するが，従来Kherlen川流域における
不連続永久凍土域の南限が，標高約1300 mの
BGN付近であると指摘されていることも考慮すれば
（Sharkhuu, 2001），当地域において永久凍土は存
在しないものと判断される．このようにMNGより上流
域では，不連続永久凍土が地中に存在しており，こ
れが地下水の流動にとって不透水層としての役割
を果たすことが想定される．基盤岩深度より浅い部
分において凍土からなる不透水層が存在すること
は，水平方向の地下水流動を卓越させる要因となり，
地下水から河川水への動水勾配が大きくなる．最
源流域ではこのように，永久凍土の存在が，地下水
から河川への水涵養を促進している可能性がある．
このことは，前述した地下水と河川水の水質特性空
間解析や，同位体解析による涵養域の推定結果と
も矛盾しない．
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図8 MNG(下)，KBU(上)における地温分布
潜熱も絶対値としては大きくなっていることが分かる．
一方，ボーエン比は月平均にすると，それほど大き
な違いは見られない．しかし，土壌水分不足による
蒸発の抑制が草原では顕著に発生する（図１１）の
に対し，森林ではそれほど明白ではなく．時間ス
ケールの取り方によっては大きな違いがあるといえ
る．
CO2に関しては森林，草原ともに吸収源になって
いること，また，草原よりも森林において大きな吸収
があることが分かった．また，森林においては，気温
がNEEを支配する（図12）のに対し，草原において
は土壌水分量がNEEの支配要因となっている（図
13）ことが明らかになった．
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図10 草原と森林のCO2交換量の積算値

5-2．地点フラックスの代表性と広域フラックス
地点で観測された測定値には常に代表性の問題
がつきまとっている．この点に関して調査するため，
草原のAWS地点において，熱収支の移動観測を
実施し，基本的にどの地点でも図9-11で示した関
係が得られることが確かめられた． 一方，地点のフ
ラックスを流域全体について考えていくときに，広域
のフラックスを求める必要がある．このために，航空
機観測において計測された乱流データから，分散
法を用いて，数十キロスケールの広域顕熱フラック
スを計算し，AWS観測値＋移動フラックス観測結果

図12 森林における光合成有効放射量PARとNEEの
関係．気温 (Ta) による違いが明らか．
と比較した（図14）．その結果，分散法の係数を本
地域に合わせてキャリブレーションすることで，航空
機で測定された温度の分散値から地表面の広域顕
熱フラックスが推定できることが確かめられた．今後，
計算対象を全地域に広げると共に，分散法の一般
化を検討する．

5.3. 草原の炭素フラックス（生産と呼吸）に与える乾
燥の影響
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図13 草原における光合成有効放射量PARと
NEEの関係．土壌水分 (SWC) による違いが明らか．
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草原のCO2 フラックスについて，より詳細な環境
要因との関係を明らかにし，植物生態のモデル化
につなげていくために，KBUの草原において、
2003年の生育期間中（7月、8月、10月）にClosed
chamber methodによる炭素フラックスの測定を行っ
た．測定された炭素フラックスは生態系レベルの光
合成と呼吸（5地点）、土壌呼吸（9地点）である．ま
た，これらの測定は放牧の影響を調査するために
2002年8月に設置された200x170 mの保護柵内外
で同様に行った。さらに，葉面積指数（LAI）などの
植生パラメータ，土壌温度と土壌水分などの環境に
ついても測定を同時に実施した．
光-NEP（生態系純生産）曲線は7 月、8 月でほぼ
同じパターンを示し、10 月にNEP の最大値は減少
した。土壌呼吸は、3 月に最も低く、その後は気温
の上昇とともに増加した。2003年の7月において、図
15は降雨前後での光合成(GPP)と生態系呼吸（Re）
の関係を示す．GPPとReの両方とも降雨によって大
きく増加することが明らかである．。こうした乾燥の影
響は生態系呼吸の多くを占める土壌呼吸にも見ら
れた。土壌呼吸の季節変化は地温のそれと相関が
高く、一般には指数関数で近似できるが，6 月の土
壌呼吸速度は地温から予想される値よりもかなり低
くなった（図16）。6月の土壌含水率は4%であり、他
の月よりも低い値だったことから、乾燥は土壌呼吸
速度を著しく低下させることが示された。
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5.4 草原植生と土壌に与えるグレイジング（放牧）の
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H (W m-2)
に、KBUのステップ草原において2002年に200 m×
170 mの保護柵を設置した。2003年の6月、7月、
図14 航空機で測定された温度の分散値から求
8月、9月～10月に50cm×50cmのコドラートを保護
めた顕熱 (H)と地表面で渦相関法により求めた顕
柵内外に12箇所ずつ設置して植生調査を行い、草
熱 (Hs)の比較．白丸は既存の研究で提案された
原群落種組成（イネ科型C3植物、イネ科型C4植物、
係数を使用した場合，黒丸は本観測地域で係数
広葉型C3植物、広葉型C4植物のタイプ分け）や地
を再キャリブレーションした結果
上部・地下部バイオマスを観察および測定した。ま
た、2002年および2003年に保護柵内外で土壌の物
理性・化学性回復過程の経年調査を
おこなった。2002年および2003年に、
100ccの円筒コアを用いて表層5cmの
土壌を不撹乱試料として採取し、三相
分布（液相・固相・気相）を測定した。
地上部バイオマスと葉面積指数
(LAI)は6 月から7 月にかけて急増し、
8 月に最大となったのち、9 月末にか
けて急速に減少した（図15）。地上部
バイオマスが9 月に減少した理由の一
つは、8月にバイオマスの約2 割を占
めていたC4 植物が9 月末には完全に
枯れていたことである。地上部バイオ
マスは、生育期間のはじめとおわりで
図15 降雨前後の光合成生産（GPP）と生態系呼吸（Re）の関係
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の障壁になっていること，水蒸気が豊富な海洋から
離れていることなどが北東アジアの乾燥気候の形成
要因であると考えられてきた．しかし数値実験の結
果，どちらの影響も本質的な要因ではないということ
が分かった．一方，チベット高原の地表面は対流圏
の中層に位置するため，高原付近では中層大気が
地表面から直接加熱をうけ，高原周囲の大気に非
常に大きな影響を与える．数値実験の結果，亜熱
帯ジェットの位置によって，この大気加熱の影響が
伝播する方向に違いがあることが分かった．北半球
の夏に亜熱帯ジェットはチベット高原よりも北側に位
置しており，その結果北東アジアの乾燥地域で沈
降流が卓越し，降水を抑制していることが分かった．
図16 土壌呼吸速度の温度依存性に対する乾燥の影
響の保護柵内外の比較．Ungrazed: 保護策内，
Grazed: 保護策外

図17 地上部バイオマスに対するグレイジングの
影響の保護柵内外の比較．Ungrazed: 保護策内，
Grazed: 保護策外
は保護柵内外で有意な差は見られなかったが、夏
期の7 月と9 月には保護柵外よりも中で有意に大き
い結果となった。
地下部バイオマスは比較的浅い土壌層で保護柵
内の方が大きくなったが、全体としては保護策設置
１年目では保護柵内外で大きな差は認められな
かった。また，土壌の三相分布を保護柵内外で比
較したところ、土壌の固相率は保護柵内よりも保護
柵外において増加する傾向が認められた．また、土
壌硬度および保水性には、土壌の孔隙率だけでな
く、粗孔隙と細孔隙の割合が大きく関与するため、
粗孔隙と細孔隙の割合の変化をグラフに表したとこ
ろ、細孔隙に対する粗孔隙の割合いが保護柵内で
増加していた．
4. 結論
以上，本研究で得られた結果をまとめると以下の通
りである．
１） 北東アジアにおける乾燥気候の形成メカニズム
について領域気候モデルを用いて調べた．従来の
研究では，天山山脈やアルタイ山脈が水蒸気輸送

２）降水，河川水の安定同位体比－標高解析から
ヘルレン川本流の河川水はおもに標高1750 m以上
の源流域にもたらされた降水によって涵養されてい
ることが示された． ヘルレン川と地下水の水質特性，
水収支解析からは中流・下流域において，本流河
川水と周辺地下水との交流関係は顕著ではないこ
とが示された．地中比抵抗探査と地中温度検層から
上流部の不連続永久凍土の存在することが，下流
部には永久凍土が存在しないことが示唆された．上
流部では，この不連続永久凍土が地下水流動にお
ける不透水層としての役割を果たし，これが地下水
から河川水への涵養を促進している可能性が高い．
５）森林と草原で，植生と大気の相互作用には顕著
な差違があり，森林の蒸発，CO2フラックスの方が絶
対値が高い．大気と群落の相互作用に影響を与え
る主たる因子は，森林では気温が重要な要素であ
るのに対し，草原では土壌水分の多寡が重要であ
ることが分かった．さらに，グレイジングが植生のバ
イオマスや土壌の物理化学性を大きく変化させるこ
とが示唆された。グレイジングが抑制されれば、地
上部と地下部のバイオマスが増加するだけでなく、
土壌の空隙率を増加させて保水率が高まる可能性
がある。植生と土壌の回復は植物の生産力と土地
の肥沃化をもたらし、相互に正のフィードバック作用
が働くものと推察される。一方、過放牧が続けば、モ
ンゴル草原はバイオマスの減少と土壌の劣化が進
むこと示している。
５．今後の展開
１）気候領域モデルによる予測可能性について
北東アジアの乾燥域の形成要因の解明を通じて，
領域気候モデルの精度向上については，一定の成
果が得られた．しかし，観測点における気温などの
気象要素の時間値，日平均値の再現には，モデル
の分解能や地表近くのパラメタリゼーションなどの問
題から，傾向誤差（バイアス）が残り，定量的な再現
や予測には問題がある．モデル出力による統計モ
デル（MOS)を利用することにより，この間のギャップ
を埋める必要がある．さらには大気大循環モデルに
よる将来予測には，気候の持っている年々の変動と
温暖化などのトレンドの効果の相互関係をどのよう
に扱うか検討が必要である．

２）グレイジングの影響評価
保護柵設置１年目の観測結果から，地上部にお
いては植生回復とそれに伴うフラックスや土壌環境
の変化が認められた．今後の経年変化と地下部の
バイオマス量への影響を明らかにすることで，グレイ
ジングの効果とその回復過程を明らかにしていく予
定である．
３）流域全体の大気ー地表面過程の評価
航空機観測データ，モデル化を通して地点で得ら
れた知見をより広い領域に適用できるようにしていく
必要がある．
４）水循環過程
流域内部のより細かな水の収支を評価することで，
これまで得られた定性的な知見をより定量的に変え
ていく必要がある．これを総合して水文モデルを改
良していく必要がある．
５）モデルによる将来予測
対象地域の将来予測を領域気候モデル，分布型
水文モデル，生態モデルを用いて実施する予定で
ある．具体的には，二つの期間の気候，水文，植生
をシミュレートし，その差としての将来変化を評価す
る．二つの期間として，現在（２００３年を中心とした１
０年平均）と将来（仮想のある１年を中心とした１０年
平均）をとる．将来として，気候変化と放牧圧変化の
二つの条件の変化を考慮する予定である．
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