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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を確立するために、ベトナ

ム・タンホア省、タイ・トラート県マングローブ域を主な対象として、以下の項目につ

いて調査し評価法の汎用性の最終確認を行い、評価法を確立した。 

マングローブ林が吸収･固定･蓄積している CO2の量を評価するためには、Bruguiera類、

Avicennia類、Sonnneratia類の地下部で測定対象木の幹と繋がっている膝根、筍根、直立

根の個体識別及び採取法が問題となる。ここではオヒルギの膝根について、幹を叩き膝

根で振動を受ける振動解析法を検討したが、堆積中に拡散･吸収される部分が大きく膝根

に伝わる振動が極微弱で、適用できなかった。振動を与える部位と与え方や周波数、セ

ンサの感度と周波数特性等基礎的な検討が必要である。オヒルギの膝根の個体識別法を

確立できなかったため、孤立木の膝根の数と DBH との関係に幾つかの仮定を組み合わせ

て、標本木の膝根の炭素量を推定し、それを実測値に加え全炭素量とした。15 組の DBH

と全炭素量のデータにロジステｲック曲線を適用し、オヒルギの DBH‐全炭素量曲線を得

た。ヤエヤマヒルギについても、平成 13 年度に求めた 17 組のデータで同様の曲線を求

めた。14 の標本区の毎木調査から得た全ての DBH を樹種別に曲線式に代入し、その推定

値を合計する事で総炭素量を算出した。14 の標本区の位置に対応する衛星データが入手

できれば、簡単に衛星データと総炭素量との回帰式は求まる。ランドサット衛星データ

による植生指数 NDVI（Normalized Difference Vegetation Index）と現地実測 LAI（Leaf 

Area Index; 葉面積指数）との相関データの蓄積により、衛星データから広域 LAI 分布

を導き、これと光合成速度、現存量との関係式を用いて、当該マングローブ域の光合成

CO2吸収量を評価できるように手法を確立した。汎用性の最終確認の結果，同手法により

石垣島吹通川、ベトナム・タンホア省、タイ・トラート県の各マングローブ域陸上部の

光合成 CO2 吸収量は、各々13.8 t-C/ha/y, 7.42 t-C/ha/y, 26.1 t-C/ha/y（Gross 

production）と評価された。マングローブ群落葉部の光合成・呼吸、および幹、枝、根

の部位別呼吸量を直接測定し、CO2吸収量を評価する評価法の汎用性を最終検討した。ま

た、温度特性を加味したモデル計算による群落の年間の光合成・呼吸による CO2 吸収・

放出量のモデル汎用性を確認した。評価の結果、マングローブ群落の観測点における純

CO2吸収量は、石垣島吹通川、ベトナム・タンホア省、タイ・トラート県各マングローブ

域で、各々-1.6～6.2 ton C ha-1 yr-1、4.97～26.6 ton C ha-1 yr-1、25.1～135 ton C ha-1 

yr-1と評価された． 

水中チャンバー式計測器を用いたマングローブ沿岸水域における水中溶存酸素濃度測

定による評価法の汎用性を最終検討した。その結果、石垣、ベトナム、タイのマングロ

ーブ域沿岸水における CO2放出量は、-0.8～2.0 ton C/ha/year と評価された。閉鎖系止

水中溶存酸素濃度測定評価法の汎用性について最終検討した。その結果、海底土表面の
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有機物分解を含む沿岸水における CO2 放出量評価が可能であることが示された。その結

果、石垣、ベトナム、タイのマングローブ域沿岸水における CO2放出量は、-8.5～3.9 ton 

C/ha/year と評価された。潮汐に伴う海水交換量評価手法の開発のために、物理環境調

査（流向・流速、潮位）の時系列データによる海水交換量算定法の汎用性を最終検討し

た。評価の結果、マングローブ域から海域への海水量交換量については、ベトナムの St.D

における河川経由の流入量は、0.00～1.00×106m3／１潮汐（日周潮）、流出量は 0.04～

12.42×106m3／１潮汐（日周潮）、タイ河口域水路を通じての出入りについては、流入量

0.32～0.72×106m3／１潮汐（日周潮）、流出量は 0.82～1.96×106m3／１潮汐（日周潮）

であり、マングローブ域から海域への流出状態となっていた。 

マングローブ沿岸水中有機物の分解速度を評価するために、海水培養実験法

を開発した。評価の結果マングローブ有機物の分解速度は 0,05 – 0.07 ton 

C ha- 1 y- 1 であった。ベトナム・タンホア省およにタイ・トラート県マングローブ域

の、ｐH、水中の二酸化炭素分圧と大気中の二酸化炭素分圧の差から、マングローブ河口

域は、二酸化炭素を放出していることが示された。今後の課題として、河川上流などマ

ングローブ域外から流入する物質のマングローブ域での炭素収支に及ぼす影響を明らか

にする必要が示された。 

マングローブ群落および水中光合成速度の制限要因と考えられる硝酸、亜硝酸、アン

モニア、リン酸等の水中栄養塩の収支と供給量評価手法について、経時観測と空間観測

による評価法の汎用性について検討した。その結果、上げ潮時と下げ潮時のPON濃度と塩

分の関係から、マングローブ前面海域でPON除去が起こっていることが示された。マング

ローブ沿岸域は、窒素の吸収源となっていることが示された。 

マングローブ沿岸水における微細有機物の循環において主体となる水中微生物に関し

て有機物変換量を評価するために、経時的・空間的な微生物炭素量を推定する評価法の

汎用性を検討した。石垣島、タイ、ベトナム・マングローブ域とも，マングローブ繁茂

域で生産された有機物は細菌類によって利用され，増殖した細菌の菌体有機物が潮汐に

よって沖合海域へ運搬されていることが示された。 

底生生物による堆積物の生物攪拌による有機物分解にもとづく CO2 あるいは他の温暖

化ガスの放出量予測のために、巣穴近辺の堆積物からの CO2 放出速度評価手法を検討し

た結果、ベトナム・タンホア省マングローブ域の CO2 放出速度は、生物攪拌による CO2

放出はほとんどないと評価された。また、干潮時の堆積物の有機物分解速度を評価する

ために、土壌呼吸速度計を用いた干潮時のマングローブ堆積物から大気への CO2 放出速

度評価手法を検討した結果、0.3 t-C/ha/y と評価された。堆積粒子吸着性の強い鉛－２

１０を用いた有機物堆積速度の測定評価法の汎用性について最終検討を行い、評価法を

確立した。汎用性最終検討の結果、石垣島吹通川、ベトナム・タンホア省、タイ・トラ

ート県、インドネシア北スラウェシ・ツンバクの各マングローブ域で、３８－１５０μ
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ｍの有機炭素微粒子堆積が主であり、同有機物粒子埋没速度測定による評価法が最適で

あることが確認された。各マングローブ域の有機炭素堆積による CO2 吸収効果を評価し

た結果、石垣島吹通川、ベトナム・タンホア省、タイ・トラート県、インドネシア北ス

ラウェシ・ツンバクのマングローブ域で、0.1 ～4.7 ton-C/ha/year と評価された。マ

ングローブ堆積有機物からの N2O 放出フラックスの評価手法の汎用性について最終確認

し、評価法を確立した。汎用性の最終検討の結果、堆積物・海水中 N2O 濃度測定による

飽和度計算およびチャンバー法によるフラックス測定が最適であることが確認された。

各、マングローブ域における評価の結果では、マングローブ堆積物と周辺干潟堆積物お

よび大規模河川上流からの N2O の供給と放出が観測されたが、各マングローブ域からの

N2O 放出は周辺環境からの放出に対して有意には大きくはなかった。マングローブ土壌に

ける可給態栄養塩の供給量評価方法として、トランセクト法による土壌環境分析による

評価法の汎用性を検討した。その結果、ベトナムでは土壌中炭素量はトランセクト上で

の変異は少なかったが、一般的には土壌中炭素量の変化は地盤高の変化と相似していた。

一方、土壌中炭素量の蓄積と地上部バイオマスは地盤高との間に強い関係は見られなか

った。可給態栄養塩は塩分濃度と高い相関関係があり、マングローブ林内への海水の流

入と、引き続く還元状況により可給態栄養塩の付加が高いと結論された。 

マングローブ沿岸生態系修復事業で固定される太陽エネルギーに対して、植林事業等

関連産業で消費されるエネルギーにより、およそ 0.8-5%が相殺される。また、生態系修

復事業で固定される CO2固定量に対して、植林事業等関連産業で消費される放出 CO2量に

より、およそ 1%が相殺されるが CO2固定効果には影響はないことが示された。マングロ

ーブ植林 CO2 吸収事業コストは、低コストの技術移転、植林事業大規模化と高効率化に

より、CO2回収コストを０．１万円／t-C 以下にすることが必要と考えられた。 
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Synopsis 

 

  To establish the estimation techniques of carbon dioxide sequestration flux by mangrove ecosystem 

mitigation, 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 and Trat province, 

Thailand . 

  Although we studied root system identification and sampling methods to clarify relation between 

mangrove tree biomass and the carbon stock, any method could not be developed to identify knee 

roots of the target trunk of Bruguiera gymnorrhiza. So we introduced a relation on several 

assumptions into the sample trees in stands. The relation between DBH and the number of knee 

roots was extracted from actual measurement for twelve isolated individuals. For two species of 

Rhizophora stylosa and B. gymnorrhiza, logistic curves were fitted to the relation between DBH 

and individual tree carbon stock of all parts included root system. Total carbon stock of training 

areas were calculated as the total of estimated values by substitution of DBH of all trees at the 

training areas. Finally it becomes possible to sum up carbon stock in each pixel and to output a 

distribution map of carbon stock by substitution of all satellite data of each pixel in a mangrove 

area into the regression equation between satellite data and carbon stock. We accumulated 

correlation data between Normalized Difference Vegetation Index (NVDI) and Leaf Area Index 

(LAI) to derive large area LAI distribution followed by using relation to photosynthesis rate and 

standing stock at training area, resulting the effective CO2 sequestration flux estimation method to 

mangrove area. The result of wide use possibility of this method indicated that 13.8, 7.42 and 
26.1 ton-C/ha/y(Gross production) at Ishigaki, Vietnam and Thailand mangrove study 
area, respectively. Direct measurements of photosynthesis and respiration of every parts of 

mangrove with temperature and light limitation effects proved that wide use possibility of this 

method, indicating that -1.6～6.2、4.97～26.6 and 25.1～135 ton-C/ha/yr at Ishigaki, 

Vietnam and Thailand mangrove study area, respectively.  

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

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

measurement by under water CSTD analytical instruments. The estimated range of CO2 emission flux 

were -0.8～2.0 ton-C/ha/year. The CO2 sequestration including underwater sediment bed are also 

measured by dissolved oxygen analysis in slack waters, indicating the range of CO2 emission flux of 

–8.5～3.9 ton-C/ha/year. Water mass balance in and out of mangrove coastal area, being associated 

with organic carbon, nutrients, microbiological concentrations in water, proved to provide CO2 emission 

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

decomposition in open water adjacent to mangrove coastal water with the flux of 0.05 – 0 .07 

ton-C/ha/y,  however it will be necessary to estimate terrestrial organic matter contribution in river 
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water discharge. 

   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, demonstrating 0.3 ton-C/ha/y. 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 of the values of 0.1 ～4.7 

ton-C/ha/year in studied area. N2O emission flux was measured at mud flat in/out of mangrove 

forest, however contribution of N2O emission as global warming effect was estimated to be small. 

Chemical and nutrient conditions of mangrove sediment indicated correlation with ground level, 

suggesting that seawater intrusion may contribute chemical and nutrient supply. 

   The CO2 emission from fossil fuel consumption by plantation activity offset CO2 sequestration by 

mangrove plantation by 0.8 – 5%. Efficiency of CO2 sequestration by mangrove planting activity was 

estimated to be around 99 %. Cost estimation indicated that SE Asian mangrove ecosystem restoration 

is cost effective under optimum condition..  
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