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概  要 

 

  マングローブ等熱帯沿岸生態系CO2貯蔵量評価の評価技術の汎用性を検討するために、ベトナム・

タンホア省マングローブ域を対象として、以下の項目について調査し評価法の改良を行った。 

衛星画像解析による現存量評価（根系）法の確立のために振動解析による識別法について検討した。

また、衛星画像解析によるLAI（Leaf Area Index; 葉面積指数）を使って，マングローブ群集の光合

成によるCO2固定量を推定する評価法の汎用性を検討し、同法によるCO2吸収速度評価方法がベトナム

に適用できることを示した。さらにマングローブ群落の部位別光合成・呼吸によるCO2吸収・放出量

の直接測定による評価法の汎用性を検討し、ベトナムに適用できることを示した。 

マングローブ沿岸水における CO2吸収・放出量評価のために、水中チャンバー式溶存酸素センサー

を装備した計測器を用いる評価法の汎用性を検討し、観測機器として有効であることを示した。また、

閉鎖系止水中溶存酸素濃度測定による水中 CO2吸収・放出量評価法の汎用性確認を行い、ベトナム・

マングローブ沿岸水における CO2放出量評価が可能であることが示された。 
マングローブ沿岸域における海洋物理観測における海水交換量評価法の改良と、水中有機物・栄養

塩・微生物濃度の生成・分解速度評価法の改良により、マングローブ沿岸域から隣接海域への有機炭

素流出量の評価手法を検討した。 
底生生物の生物活動による有機物分解速度の定量評価手法の改良を検討した。その結果底生生物の

堆積物攪拌作用による CO2放出と干潮時堆積物表面から CO2放出、および冠水時 CO2吸収・放出抑制

量評価と併せて、総合的な評価法を確立できる可能性が示された。 
堆積粒子吸着性の強い鉛－２１０を用いた有機物堆積速度評価法の汎用性検討の結果、３８μｍ以

下の有機炭素微粒子の埋没速度測定による評価法の有効性が確認された。 
一方、温暖化ガスである N2O の放出フラックスの評価法試案を改良し堆積物からの放出フラックス

を評価した。その結果、マングローブ林内の底泥からの N2O 生成が示された。  

マングローブ林の現存量を制限すると考えられる土壌環境要因の評価試案を改良し地理統計解析

を適用した結果、マングローブの樹齢とナトリウム、カリウムとの相関が有ることが示された。これ

らの土壌環境要因がマングローブ生産量を制限していることが示唆された。 

マングローブ沿岸生態系修復事業における放出／固定エネルギー収支、CO2収支は各々、75-95%、

97%の効率を示した。東南アジアでマングローブ植林CO2吸収事業を行う場合、マングローブ植林CO2

固定事業をCDM事業として成立させることは充分可能と中間評価された。 
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Synopsis 
 
  The overall objective of the research project is to control global warming by sequestering carbon dioxide from the 

atmosphere. In this respect, we studied to validate the carbon storage effect of tropical mangrove coastal ecosystem 

by conducting field study in the mangrove ecosystem of Than Hoa province, Vietnam. 

  For remote sensing of wide area mangrove total carbon storage estimation by satellite data, we studied root 

system sonic discrimination to estimate carbon stock in tree parts and DBH (Diameter of blest height). For 

estimation of wide range mangrove GPP (Gross primary production), we analyze Leaf Area Index (LAI) and found 

the positive correlation with satellite data. Direct photosynthesis and respiration measurements of every parts of 

mangrove are also analyzed by tower method to estimate accurate CO2 sequestration and respiration by mangrove 

tree community. 

The CO2 sequestration by mangrove coastal water are measured by under water respiration meter and 

dissolved oxygen analysis in slack water of mangrove coastal waters, with physical coastal water environment 

measurement by under water CSTD analytical instruments. Water mass balance in and out of mangrove coastal 

area, being associated with organic carbon, nutrients, microbiological concentrations in water, were proved to be 

provide CO2 emission flux by underwater organic matter decomposition, especially CO2 emission from organic 

matter degredation in sediment turbation.. 

   Benthic organism activity in mangrove sediment is expected to be critical in controlling CO2 and other 

greenhouse gass emission from organic matter decomposition in sediment. Than Hoa area study indicated that CO2 

emission not only from underwater sediment but also air-exposed sediment surface and turbated deep sediment. 

Organic matter accumulation by sedimentation in mangrove creeks was estimated by natural radionuclide Lead-210, 

indicating that small fine refractory organic matter is main accumulator of fixed CO2. N2O was estimated to be 

emitted from mud flat in mangrove forest. Chemical and nutrient conditions of mangrove sediment indicated 

significant correlation between natorium, potassium and mangrove tree age. 

   Efficient of CO2 sequestration by mangrove planting activity was estimated to be around 75 - 95 % and energy 

efficiency was 93%. Cost estimation indicated that SE Asian mangrove ecosystem restoration is cost effective as 

CDM in global warming counter measure.  
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