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第１条 名称 
    本支部は日本農業気象学会関東支部と称する。 
第２条 事務所 
    本支部事務所は支部長の指定するところにおく。 
第３条 目的 
    本支部は日本農業気象学会の目的達成に必要な地域的活動を行う。 
第４条 事業 
    本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
    事業年度は４月から３月までとする。 
    １．支部総会は年１回開催する。 
    ２．支部例会は年１回以上行うことを原則とする。 
    ３．研究部会活動を行う。 
    ４．その他目的達成に必要と認める事業を行う。 
第５条 支部会員及び会友 
    １．日本農業気象学会の会員のうち下記の区域内に居住し、又は勤務するものを 
      支部会員とする。 
      東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野 
    ２．前項の他、支部の趣旨に賛同するものは、個人として入会する普通会友または 
      団体として入会する賛助会友となることができる。 
第６条 支部会費 
    支部を維持運営するために、会友が納入すべき会費は年額それぞれつぎのとおりとする。 
    １．普通会友１人１，０００円 
    ２．賛助会友１口５，０００円、１口以上 
第７条 支部役員 
    １．支部に次の役員をおく。支部長１名、理事１０名以内、評議員若干名、会計監査２名 
    ２．支部長および理事は、正会員、シルバー会員および学生・ポスドク会員の選挙によっ

て、正会員の中から選出する。 
    ３．評議員、会計監査は理事会の議をへて支部長が委嘱する。 
    ４．支部長の任期は日本農業気象学会会則に従う。支部長以外の役員の任期は２事業年度

とし、支部長ならびに理事は原則として連続２期を越えないことにする。 
    ５．役員に欠員が生じた場合または特別な事由が生じた場合、第 7 条 2項にかかわらず、 

      理事会の承認を得て、支部長が役員を任命することができる。 
第８条 本規約の改定は総会決議による。 
 



関東の農業気象 第４１号（２０１５） 
  巻頭言  

 

農業気象におけるフィールド研究 
 

大谷義一（森林総合研究所 気象環境研究領域） 
 

フィールド研究は農業気象の重要な研究手法の一つであるが、結果を導き出すのに長い時間

を必要とするようなテーマを扱う場合もあり、フィールド研究というと手間暇がかかる割には

生産に結びつきにくいという印象を持つ人も少なくないように思う。 
地球観測に関連付けられるような比較的大規模のフィールド研究について岩坂(2007)は、成

果を早く出すことに関して分の悪い分野だと認めつつも、フィールド研究は観測の規模や携わ

る人数などから本来的に研究コミュニティの形成と不可分の関係にあり、そのような研究ネッ

トワークの形成がフィールド研究の成否を握るだけでなく、フィールド研究による科学的・人

的ネットワークの形成が次世代の研究を生み出すと述べている。自身を振り返って、タワー観

測や関連するフィールド研究などを通じて得た研究コミュニティの存在は大変大きいものがあ

ると感じるとともに、我が国において長期継続的なフィールド研究に対する理解を得ることの

難しさも経験した。 
さて、農業気象学のような応用研究分野では、現場で発想し現場へ返すというようなことが

よく言われる。現場で発想するとは、現場で起こっている現象について敏感に感じ取り、解決

すべき課題が何かを具体的に抽出すること。さらに、それを科学的・技術的な問題として扱っ

て解決し、現場に則した答えを返すということだろうか。このようなアプローチ、つまり問題

解決の入口と出口を現場に置くスタイルは、手法がフィールド研究かどうかは別にして、問題

を現実的に捉えることに繋がるだろう。 
筆者が属する研究組織では、山地・森林域の気象災害に関する研究に取り組んできたが、そ

んな中、もう 3 年以上も前のことになるが、東日本大震災を機に 2 つの社会的要請の大きい課

題に直面した。 
ひとつは、東北地方太平洋沖地震によって発生し、東北～関東地方の海岸を襲った津波に対

する海岸林の挙動についてである。たとえば、津波によって運ばれる障害物を海岸林が補足す

るような現象は、それまで海岸林の機能としてあまり考えられてこなかった。また、想定をは

るかに超えた大津波に対して、海岸域の森林がどのような挙動を示したかが地震直後から問題

となっていた。このような要請に応えるため、克明な現地調査に加えて、数値モデルによる津

波侵入のシミュレーションが行われた。そのモデルは、その数年前に発生しスマトラ島を襲っ

た津波災害を契機に、若い研究者が勉強しながらこつこつと作り上げてきたもので、樹体の抵

抗係数に絞った室内実験により効率よくモデルのパラメータを収集することで、シンプルなモ

デルを用いて津波に対する海岸林の挙動を短期間で明らかにすることができた(野口ら, 2012)。
成果は、海岸域の新たなグランドデザインに活かされようとしている。 

もうひとつは、福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質の問題である。周知

のとおり、放射性物質は山地森林を含む福島県から南東北、関東甲信越を中心とした広い範囲

に拡散・沈着した。いったんは避難した人々がそのような地域に戻った時に、放射性物質由来

の放射能によって人々が外部被曝することが問題にされたが、広大な面積を占める山地森林域

全体を除染することは非現実的であった。そのため、居住地に近い森林において効率的に放射
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性物質を取り除く方法について、現地において落葉層を除去する試験を実施するとともに、森

林群落を想定した簡単なガンマ線放射伝達モデルを用いた検討を行って効果的な放射性物質の

除去範囲を推定し、事故から約半年後に示された除染のガイドラインに盛り込んだ。現在は、

山地森林において樹冠と林床に沈着した放射性物質がどのように再移動するかに注目し、それ

によるガンマ線の空間線量率の変化などに関する研究を、現地観測と放射伝達モデルの両面か

ら継続している。 
未曽有の災害を機に経験したこのような研究事例は、単純かつ本質的なモデルが現象を理解

する上で大きな助けになることを示しており、今まで経験した事の無いような現象に直面した

時には非常に有効な手法になりうることを実感した。このことをフィールド研究に当てはめて

考えると、そのようなモデルを用いた事前の考察は問題の絞り込みを容易にし、観測項目や測

定間隔などの最適化を通じて野外観測・調査の負担を減らすこと、ひいては効率的なフィール

ド研究の推進に役立つように思われた。根っからフィールド調査が大好きという人にはあまり

馴染みのないアプローチかもしれないが、フィールド研究が非生産的だという潮流に抗して、

速やかに現場へ答えを返す一つの方法かもしれない。 
 
参考文献 
岩坂泰信, 2007: フィールド研究を成功させるために, 気象研究ノート, 213, 151-154. 
野口宏典・佐藤創・鳥田宏行・真坂一彦・阿部友幸・木村公樹・坂本知己, 2012: 2011 年東北

地方太平洋沖地震津波によるクロマツ海岸林被害の数値シミュレーションを用いた検討─
青森県三沢市の事例─, 海岸林学会誌, 11, 47-51. 
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関東の農業気象 第４１号（２０１５） 
  研究トピックス  

 

「長野県における温暖化影響評価及び適応策立案手法の開発に関する研究報告書」の概要 
 
田中博春（北海道農業研究センター）・増冨祐司（茨城大学）・陸 斉（長野県環境保全研究所） 
 
１．はじめに 

長野県環境保全研究所は、2015 年 3 月に、気候変動適応策に関わる過去 5 年間の研究成果

をまとめた報告書「長野県における温暖化影響評価及び適応策立案手法の開発に関する研究報

告書」（表 1 (a)）を発行した（以降、本報告書と略）。著者の一人（田中）は長野県環境保全研

究所に在籍中に本研究に携わった。本稿では、本報告書の内容を農業気象の観点から抜粋し、

筆者の雑感を交えて紹介する。 
 
２．研究の概要 

環境省は、2010 年度に気候変動適応策に係る研究プロジェクト、環境省環境研究総合推進

費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（表 1(c)、以降、S-8 と略）を開始し

た。長野県環境保全研究所は、S-8 にテーマ 2 自治体班の一機関として参画し、長野県におけ

る温暖化影響評価とそれに基づく適応策立案の手法開発に関する研究を実施した（図 1）。近年、

気候モデルと気候変動の影響評価モデルの研究進展により、都道府県レベルまで精緻化した気

候変動影響予測の実施が可能となってきた。また、気候変動の影響は地域により異なるため、

影響への対策の実施主体は地方自治体となることが想定された。このため、地方自治体で実際

に気候変動適応策を立案・実施し、その過程を通じ課題を探る研究を実施することとなった。 
 

表 1 環境省の気候変動適応プロジェクト S-8 の成果物抜粋（本稿に関わる内容の一覧）  
 

長野県環境保全研究所  （S-8 テーマ 2 自治体班に所属）  
 (a) 研究  

報告書  
長野県環境保全研究所，2015：長野県における温暖化影響評価及び適応策立案手法の開発

に関する研究報告書，196pp 
 (b) 研究  

報告書  
長野県環境保全研究所，2012：長野県における適応策立案手法開発のための検討報告書，

19pp 
S-8 全体  
 (c) 研究  

報告書  
S-8 温暖化影響・適応研究プロジェクトチーム，2014：新たなシナリオに基づく総合的影響

予測と適応策に関する最新の知見  環境省環境研究総合推進費  戦略研究開発領域  S-8「温

暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」2014 報告書，42pp 
 (d) 一般向け  

書籍  
三村信男（監修）・太田俊二・武若聡・亀井雅敏（編著）2015，気候変動適応策のデザイ

ン Designing Climate Change Adaptation，クロスメディア・マーケティング，120pp 
S-8 テーマ 2 自治体班  
 (e) 研究  

報告書  
法政大学・埼玉県環境科学国際センター・東京都環境科学研究所・長野県環境保全研究所，

2015：地域社会における温暖化影響の総合的評価と適応政策に関する研究，法政大学，139pp 
 (f) 一般向け  

書籍  
田中充・白井信雄（編）・地域適応研究会（著），2013：気候変動に適応する社会，技報

堂出版，196pp 
 (g) 自 治 体 向

け  
手引書  

法政大学地域研究センター，2015：気候変動適応ガイドライン 地方自治体における適応の

方針作成と推進のために，45pp 

 (h) 地 域 向 け

パ ン フ レ

ット  

法政大学地域研究センター，2015：専門家・ステークホルダー・市民の協働による  
気候変動適応策検討のためのシナリオづくりガイド 

  

※  表中の研究報告書と手引書はウェブページで全文が公開されている（2015 年 7 月閲覧）  
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長野県は S-8 の中でモデル自

治体に選定され、防災・生態系・

農業・健康など、多分野の気候

変動影響分野の適応策を検討す

る役割を担った。県の関係各課

が参画する気候変動適応策の検

討会を設置し、その中で気候変

動影響予測の実施希望内容を県

として取りまとめ、S-8 共同研

究機関（テーマ 1）等に予測の

実施を依頼した。それらの結果、

S-8 の研究期間内に長野県を対

象とした様々な分野の気候変動

影響予測を提供頂いた（本報告

書第 4 章、表 1(b), (e), (g), (h)）。
以下で紹介するリンゴへの影響

予測もそのひとつである。 
 
３．リンゴの生育適地の将来変

化予測 
リンゴへの影響予測は、埼玉

県環境科学国際センターと共同

で実施した。全国規模でのリン

ゴの生育適地の予測を行った杉

浦・横沢（2004）を模し、リン

ゴ栽培に適する自然条件に将来

気候の気温予測を適用し、生育

適地の分布図を作成した。 
表 2 に、長野県果樹指導指針（2006）に記されたリンゴ栽培に適する自然条件の中から抽出

したリンゴの生育適地の気温条件を示す。気温の将来予測については、S-8 共通シナリオ第一

版（花崎ほか，2012）の気候シナリオの中から、気候モデルに MIROC3.2-hires、社会経済シ

ナリオに SRES A1B を用いた予測を選択した。図 2 に、長野県内におけるリンゴの生育適地の

変化予測の結果を示す。図 2(a)は、農林水産省の 2000 年世界農林業センサス都道府県別統計

書の掲載データを基に、参考情報として描いたリンゴ栽培農家の分布である。図 2(b)は、上述

の方法で推定された現在気候におけるリンゴ生育適地（1981～2000 年時点）の分布、図 2 (c) は
2031～2050 年、図 2(d) は 2081～2100 年におけるリンゴの生育適地の予測結果である。21
世紀中頃には長野県の低平地の一部が、21 世紀末には低平地のほぼ全域が、高温のためリンゴ

生育の適域から外れる予測結果となった。予測条件に照らすと、高温不適と判定された場所の

ほとんどは、年平均気温が 14℃以上となることで不適と判定された。予測の注意事項としては、

気温の変化のみを用いた簡易的な予測方法であること、予測に用いた社会経済シナリオと気候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究代表 三村信男 

「Ｓ-８温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」のテーマ間関係と 

「長野県における温暖化影響評価及び適応策立案手法の開発」の位置づけ 
 

S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究（H22～H26年度） 

社会経済シナリオ 気候シナリオ

我が国全体への温暖化影響の信頼性
の高い定量的評価に関する研究

自治体レベルでの
影響評価と総合的
適応政策
に関する研究

アジア太平洋地域に
おける脆弱性及び
適応効果評価指標
に関する研究

気候シナリオ ダウンスケーリング
経済評価

統合評価モデル
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国内外の政策決定の場へ科学的知見の提供
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水資源 生態系 農業 沿岸・防災 健康

実
態
を

フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

実
態
を

フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク

地域適応フォーラム アジア太平洋地域における様々な影響・適応研究

図 1 環境省の気候変動適応プロジェクト S-8 の実施体制 
長野県環境保全研究所報告書（表 1(g)）の 196 ページ

掲載図を転載、参画機関を追記 

テーマ 2 参画機関 

・法政大学 
・東京都環境科学 
研究所 

・埼玉県環境科学 
国際センター 

・長野県環境保全 
研究所 

表 2 モデル計算に利用したリンゴ栽培に適する気温条件 
項  目  内  容  
年平均気温  6～14℃  
暖候期平均気温（4～10 月）  13～21℃  
夏季平均気温（6～8 月）  26℃を超えない  
冬季の最低極温（12～2 月）  マイナス 25℃以上  
低温要求時間  1400 時間以上  
 冬季の最低極温は、最寒月の日最低気温の最小値  
 低温要求時間は、気温が 7.2℃以下になる期間の延べ時間  
 長野県・全国農業協同組合連合長野県本部（2006）の「栽培に適

する自然的条件に関する基準」からリンゴの生育条件を抽出。モデ

ル計算に利用した栽培条件のみ表記  
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モデルは、将来気温を比較的高く推定する組み合わせであることなどが挙げられる。今後の気

温上昇量が高めとなる場合は、比較的早期に対策を取る必要があるエリアが存在すること、気

温上昇量が概ね 4℃以上となると、現状の品種・栽培方法で現状の品質を維持したリンゴを栽

培することが難しくなる可能性が示された。長野県農政部では、気温上昇への対応として、リ

ンゴを含む主要作物の栽培地メッシュデータを作成し、また、リンゴのより詳細な生理特性を

把握するための栽培試験を行っている。今後は、予測に利用する自然条件の項目や、自然条件

の閾値をより適正な内容としてゆくことなどが望まれる。 
本予測成果は、新聞・テレビなどで報道された。県の特産物を対象とした予測であること、

長野県内を 1km メッシュで詳細に解像した予測であること、今世紀末までの変化予測を示した

ことなどが関心を呼んだものと思われる。また、報道を契機に講演依頼、寄稿依頼を頂き、講

演を通じて地域の様々な方々と繋がりを持つことができた。今後は地域のニーズを踏まえた気

候変動影響予測の実施や、地域との協働による適応策の立案検討を進めてゆければ望ましいと

考える。 
 

４．地域の果樹農業関係者会議と全国大会温暖化フォーラムでの多様な討論 
気候変動適応策を地域で検討する上で、まずは地域の関係者が気候変動影響を含めた地域の

課題について、どのような意識を持っているかを把握することが重要と考えられる。そこで、

S-8 テーマ 2 自治体班の法政大学により、果樹農業が盛んな長野県北部の須高地区（須坂市・

小布施町・高山村）の果樹農業関係者（ステークホルダー）へのヒアリング調査が実施された

（馬場，2013）。ヒアリング対象は、行政・生産者・栽培技術員・流通・育苗・農業資材（農

業機械・農薬）の計 24 件である。調査終了後、ヒアリングした方々の中から希望者に参加頂

 
図 2 長野県におけるリンゴの生育適地の変化予測 現在の品種を現行の栽培方法で栽培した

場合の予測。気候モデル MIROC3.2-hires、SRES A1B シナリオで気温条件のみを考慮。

長野県環境保全研究所報告書（表 1(g)）の口絵 36 を転載、追記し白黒化した 

(b)～(d)凡例
：適地（リンゴ）
：より高温の地域
：より低温の地域

(a) 実際の分布
リンゴ栽培農家数
（2000年時点）

(b) 2001-2020年の
リンゴ生育適地

（現状再現）

(c) 2041-2060年の
リンゴ生育適地

（予測）

(d) 2081-2100年の
リンゴ生育適地

（予測）

※ 高い経済成長が続くシナリオ（A1B）の中で、気温上昇量が
比較的大きいモデル（MIROC）の予測（気温条件のみを考慮）
長野県の気温上昇量：1981～2000年の平均気温が基準

＋0.9℃ ＋2.4℃ ＋4.6℃

リンゴの生育適地
変化予測（長野県）
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き、調査結果の報告と、将来の気候の変化予測の提供、それらを踏まえた地域の果樹農業とし

ての対応を考える場として「気候変動を踏まえた須高地区の農業の未来を考える関係者会議」

が開催された。会議では 10 年後の予測希望や果樹以外の分野の対応を参照したいなどの活発

な意見が寄せられ、会議の継続開催の要望も頂いた。本会議は、気候の変化に地域としてどう

対応すればよいかを考えて頂く貴重な機会となったのではと思われる。以上の須高地区での取

り組みなどを基に、法政大学の成果「専門家・ステークホルダー・市民の協働による気候変動

適応策検討のためのシナリオづくりガイド」（表 1(h)）が作成された。 
会議の内容は、日本農業気象学会 2013 年全国大会の温暖化フォーラムの中で報告された。

フォーラムは活発な討論となり、イノベーションの普及過程、農業者の自発適応、行政の計画

適応、研究者の適切な情報提供のあり方（「痛い目に合わないで、どのくらい危険なのかをどう

やって肌で感じさせることができるか？」）などについての発言が続いた（田中ほか，2013）。
総合討論で適応策に関する多様で充実した討論は、関連分野の今後の研究の方向性に多くの示

唆を与えるものとなったと感じている。 
 

５．S-8 の成果と今後の展開 
S-8 全体の多数の成果物の中から、本稿に関わる内容を抜粋し表 1 にまとめた。S-8 で実施

された多分野の全国影響予測の評価結果は、都道府県別に切り出された分布図が S-8 ウェブペ

ージでダウンロードできるようになった。また、数値データや GIS データについても利用申

請・成果公開申請を行うことで利用可能となった。 
長野県環境保全研究所は、2014 年 11 月に「信州・気候変動モニタリングネットワーク」を

設立した。県内には、気象庁以外にも様々な機関で気象観測や気候変動に関わるモニタリング

が実施されており、その観測地点数は公的機関だけでも気象庁アメダスの 6～9 倍に達する。

それらの観測データや研究情報を県として共有することで、県内の気候変動に関する研究の促

進と気候変動の監視体制を構築することを目指すものである。 
国側でも、2015 年夏ごろをめどに「国家適応計画」閣議決定される予定であり、また文部科

学省の次期気候変動適応プロジェクト「気候変動適応技術社会実装プログラム」の公募が開始

されようとしている。これまでの、そして今後の長野県の取り組みが、これらを含む多方面に

生かされればと思う次第である。 
 

引用文献 

馬場健司，2013：気候変動リスクと適応策に関する政策対話の試み，田中充・白井信雄（編）・

地域適応研究会（著）「気候変動に適応する社会」，技報堂出版，173-174. 
花崎直太・高橋潔・肱岡靖明，2012：日本の温暖化影響・適応策評価のための気候・社会経済

シナリオ，環境科学会誌，25，223-236. 
長野県・全国農業協同組合連合会長野県本部，2006：果樹指導指針，849pp. 
杉浦俊彦・横沢正幸，2004：年平均気温の変動から推定したリンゴおよびウンシュウミカンの

栽培環境に対する地球温暖化の影響，園芸学会雑誌，73，72-78. 
田中博春・小林和彦・馬場健司・増冨祐司・広田知良，2013：温暖化フォーラム（石川）報告

「温暖化適応策と農業現場での適応行動」，生物と気象，13，B1-14. 
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関東の農業気象 第４１号（２０１５） 
  施設紹介  

 

畜産草地研究所那須研究拠点における温室効果ガスフラックス  
および土壌炭素のモニタリング  

 
松浦庄司（農研機構畜産草地研究所）  

 
1. はじめに 

農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 那須研究拠点は栃木県那須塩原市（北緯

36°55′ ，東経 139°56′ ，標高 320 m）に位置し，試験圃場と飼料生産圃場を合わせて約 140 ha
の圃場を有する。ここでは，飼料自給率の向上や環境保全型畜産システムの構築等を目指した

研究開発が行われているが，これに加えて，これまで日本において十分な情報が得られてこな

かった牧草地（栽培草地）の温室効果ガス（GHG）収支に関する研究が 2004 年より実施され

ている。このための施設として，GHG フラックス観測圃場と土壌炭素調査圃場が設置されてお

り，関連データの蓄積と解析が進められている。本稿では，これら 2 つの圃場の概要を紹介す

る。  
 
2. 温室効果ガスフラックス観測圃場 

GHG フラックス観測圃場は，採草地における温室効果ガス排出量とこれに及ぼす堆肥施用の

影響を評価するために 2004 年に設置された。この圃場は隣接する 2 つの試験区で構成され，そ

の一方には化学肥料のみ（化学肥料区，2.4 ha），もう一方には牛糞堆肥約 30 Mg ha−1 y−1 と化学

肥料（堆肥区，2.3 ha）が施用されている（図 1）。堆肥区では堆肥からの養分供給量を考慮し

た化学肥料の施用が行われ，両区の施肥成分が同等となるような設計となっている。  
この圃場の特徴は，各試験区の中央部に渦相関法による二酸化炭素（CO2）フラックス観測

システム（オープンパス型）が 1 組ずつ設置されていることであり，CO2 フラックスに対する

施肥処理の影響評価を行うことができる。各試験区の中央部では商用電源が使用可能であり，

上記の他に入射および反射光合成有効放射量（PAR），4 成分放射量，地中熱流量，気温，相対

湿度，降水量，地温および土壌水分量を測定している（反射 PAR，地温および土壌水分量以外

は，いずれかの試験区で測定）（図 2）。また，リターバッグ法に基づく堆肥分解量の推定や，

両区に作成した裸地（1.5 m × 1.5 m）における有機物分解量の測定（クローズド・チャンバー

法，Matsuura et al. 2011）も実施しており，得られた値を渦相関法による測定値の検証や地下部

純生産量の推定に利用している。圃場の一角には 7 m×7 m の小試験区（化学肥料区，堆肥区

および無窒素区）が設置されており，クローズド・チャンバー法による一酸化二窒素（N2O）

およびメタン（CH4）のフラックス測定が行われている。  
当サイトにおけるこれまでの GHG 観測より，堆肥を施用しない場合には生態系炭素収支が

負となるものの，適正量の堆肥施用によって採草地への炭素蓄積が可能となる（Matsuura et al. 
2014）こと，年間の CH4 放出量は小さい負の値（吸収）で推移し，堆肥施用の影響は認められ

ない（Mori et al. 2008）こと，施肥前後一定期間の降水量と気温が N2O 排出量の支配要因とな

っている（Mori et al. 2012）こと，等が解明されている。  
当サイトと同様の試験設計に基づく採草地の GHG フラックス観測は，中標津（北海道，2004–），

静内（北海道，2004–2007），新ひだか（北海道，2007–）および小林（宮崎県，2004–2009）に
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おいて行われており，複数サイトの観測結果の統合解析（Hirata et al. 2013）も実施されている。

これらの観測サイトは，当サイトも含め 2007 年より AsiaFlux（http://asiaflux.net）に登録され

ている。また，この他のサイト連携として，当サイトは 2014 年 6 月から「衛星－地上連携生態

系動態監視ネットワークシステム（SGEMS）」（井上ら  2013）の観測サイトに加わっている。

このシステムを用いて分光放射計（入射・反射）およびネットワークカメラのデータと微気象

データの一部がオンラインで自動回収されており，衛星データの検証やフラックス観測データ

のスケールアップ研究への利用が期待される。  
 

 

 

 
  

図 1. 温室効果ガスフラックス観測圃場（M：堆肥区 , F：化学肥料区）および土壌炭素調査圃場（SC）（2013
年 1 月 31 日撮影）．画面左が北方向である．×：CO2 フラックスの観測位置，P：N2O および CH4 フラックス観

測のための試験区．  

M F 

P 

100 m 120 m 

190 m × 
× 

SC 

図 2. 温室効果ガスフラックス観測圃場，堆肥区（2015
年 5 月 25 日撮影）．画面奥が北方向である．左側の

マストには渦相関法の測器，中央と右側のマストには

その他の気象観測測器が設置されている．  

図 3. 土壌炭素調査圃場における土壌試料採取風景

（2014 年 10 月 29 日撮影）．  
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3. 土壌炭素調査圃場 

土壌炭素調査圃場は，「土壌由来温室効果ガス排出量・土壌炭素調査事業」（農林水産省，

http://www.maff.go.jp/j/aid/hozyo/2010/seisan/pdf/22se29.pdf）における草地基準点調査地の一つと

して設置された（図 1，図 3）。草地基準点調査は，草地の土壌炭素インベントリデータの充実

を主な目的としており，北海道から九州の全国 10地点の採草地において 2010年に開始された。

各調査地には 3 水準の家畜糞堆肥施用量（0，30 および 60 Mg ha−1 y−1）の処理区（16–25 m2）

が設けられ，地下 30 cm までの土壌炭素量の調査が毎年継続して行われている。この堆肥施用

処理の前 2 者は，前述の GHG フラックス観測圃場における化学肥料区および堆肥区と同じ施

肥設計になっており，当サイトにおいてはフラックス観測から得られた生態系炭素収支と土壌

炭素調査のデータとの比較を行うことが（両者の圃場は異なるものの）可能である。これまで

の全国 10 地点における調査より，堆肥施用の有無と土壌炭素変化との関係は，フラックス観測

に基づく採草地の生態系炭素収支の解析結果（Hirata et al. 2013; Matsuura et al. 2014）と同傾向

であることが確認されている。  
当サイトは 2013 年に草地基準点の調査地から外れることとなったが，これまでと同様の圃

場管理や調査を継続している。継続的な土壌炭素データの蓄積や他の草地基準点を含めた全国

的な解析，フラックス観測データと土壌炭素データとの比較解析は，日本の草地における炭素

動態を明らかにしていく上で非常に重要であり，当面は現状を維持していく方針である。しか

しながら，ごく少数の人員と限られた予算でサイトを維持しているのが実情であり，フラック

ス観測を含め，モニタリング継続のためには新たな枠組の構築等の検討が必要と考えている。 
 
引用文献 
Hirata, R., Miyata, A., Mano, M., et al., 2013: Carbon dioxide exchange at four intensively managed 

grassland sites across different climate zones of Japan and the influence of manure application on 
ecosystem carbon and greenhouse gas budgets. Agricultural and Forest Meteorology, 177, 57–68. 

井上吉雄・小野圭介・金元植ら , 2013: 衛星－地上連携生態系動態監視ネットワークシステム 
SGEMS, 1.システムの概要について . 第 55 回学術講演会論文集 , 65–66. 

Matsuura, S., Sasaki, H., and Kohyama, K., 2011: Evaluation of a portable chamber system for soil CO2 
efflux measurement and the potential errors caused by internal compensation and water vapor 
dilution. Journal of Agricultural Meteorology, 67 127–137. 

Matsuura, S., Miyata, A., Mano, M., et al., 2014: Seasonal carbon dynamics and the effects of manure 
application on carbon budget of a managed grassland in a temperate, humid region in Japan. 
Grassland Science, 60, 76–91. 

Mori, A., Hojito, M., Shimizu, M., et al., 2008: N2O and CH4 fluxes from a volcanic grassland soil in 
Nasu, Japan: Comparison between manure plus fertilizer plot and fertilizer-only plot. Soil Science 
and Plant Nutrition, 54, 606–61. 

Mori, A., and Hojito, M., 2012: Effect of combined application of manure and fertilizer on N2O fluxes 
from a grassland soil in Nasu, Japan. Agriculture, Ecosystems and Environment, 160, 40–50. 
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Ⅰ オリジナル品種の育成と知的財産の保護・活用 

Ⅱ 低コスト・省力化・高位安定生産技術の開発 

Ⅲ 環境にやさしい農業生産技術の開発 

Ⅳ 地球温暖化対策技術の開発 
 

図１ 長野県の農業試験研究の展開方向 

長野県農業試験場の紹介 

 

花岡和徳 （長野県農業試験場企画経営部） 

 

長野県は南北に長く、平均気温や降水量、日照時間が地域により大きく異なり、変化にとんだ気象条

件を有しています。農耕地は、標高 260m から 1,500m に位置し、年較差や日較差が大きい内陸型の気

候を生かして、野菜、果樹、花き、きのこ等の園芸作物を中心に様々な農畜産物が生産され、全国有数

の農業県となっています。しかし、農業・農村を取り巻く情勢は大きく変化しています。そこで、長野県農

業の持続的発展、競争力強化に向け、県

内に５場ある農業試験研究機関（農業試験

場、果樹試験場、野菜花き試験場、畜産試

験場、南信農業試験場）では試験研究の展

開方向として 4 つの区分を設定して研究を

進めています（図１）。 

 

研究機関の一つで

ある農業試験場（図 2）

では、水稲、麦を対象

として、品質と生産性

向上をめざした新品

種の育成、省力・低コ

ストをめざした効率的

な栽培技術、水田の

高度利用技術、環境

にやさしい栽培・病害

虫防除技術、気象変

動に対応した対策技

術等について試験研

究を行っています。また、共通基盤部門として、地域農業の活性化に関する経営的支援手法および農

業情報システムの開発、知的財産の適正管理と活用手法の開発、農産物の安全性確保と環境にやさ

しい農業技術の開発等について研究をしています。 

 

試験研究内容の紹介 

【オリジナル品種の育成と知的財産の保護】 

近年、「コシヒカリ」への作付け集中による作業の競合や、

低暖地を中心とした登熟期間の高温により、白未熟粒発

生頻度が高まり、品質低下がみられています。そこで、良食

味であるとともに晩生で高温登熟を回避し、耐倒伏性に優

れ安定多収で、いもち病にも強い「風さやか」（図３）を開発

 

管  理  部 

企画経営部  

知的財産管理部 

作  物  部 

育  種  部 

環 境 部 

原 村試験地 

農業試験研究機関の人事・予算の編成及び執行 
 農業試験研究機関の試験研究の企画及び調整、研究予算の編成 
農業経営及び農業情報の収集・利用に関する試験研究 
 農業に関する知的財産の管理及び保護活用に関する試験研究 
 
主要穀物の栽培及び品種選定に関する試験研究 

水稲・大麦・小麦等の新品種育成、原々種苗の生産配布 
 
農用地等の環境保全、土壌保全及び農薬の安全使用に関する試験研究 
主要穀物の病害虫防除及び土壌肥料に関する試験研究、病害虫の発生予察 
 高冷地水稲の品種及び栽培に関する試験研究、麦の特性検定 
 

組織 主な業務 

図２ 組織と主な業務 

農業試験場 

図３ 多収で高温障害が少ない水

稲新品種「風さやか」 
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しました。平成 25 年 3 月に品種登録となり、平成 26 年には 588ha で作付されました。しっかりとした旨

味と甘味があり、粘り、味、香り等の食味のバランスのよい、冷めてもおいしく、おにぎりや混ぜご飯にも適

するという評価をいただいていて、本県のオリジナル米としてブランド化を図っています。 

 

【低コスト・省力化・高位安定生産技術の開発】 

ヤグルマギクはキク科の帰化植物で、大豆・麦畑

などで多発すると収量の減少のほか、収穫作業が

困難になるなどの被害が発生します。そこで、ヤグ

ルマギクの種子を一定の期間水に浸すと死滅する

ことを利用し、転作水田に麦の収穫後１～２ヵ月の

間、水を張ることで、多くの種子を死滅させる防除

法を確立しました（図４）。 

 

【環境にやさしい農業生産技術の開発】 

 イネのもみ枯れ細菌病は Pseudomonas glumae に

よって引き起こされる病害です。育苗時に発生する

と幼芽は褐変、わん曲し、ひどい場合には腐敗・枯

死します。育苗施設内で二次感染が起こるため、多

発すると苗の大量廃棄が必要となることもある病気

です。また、穂で発病すると不稔となるため減収を

招きます。種子伝染性の病害であるため、種子消

毒が有効な防除手段です。そこで、既存の生物農

薬に特定農薬（農薬の使用回数にカウントされない）

である重曹を添加することで防除効果が向上するこ

とを確認し、メーカーとの協同研究により新たな種

子消毒剤「エコホープ DJ」（図 5）を開発しました。 

 

【地球温暖化対策技術の開発】 

長野県においても、水稲の出穂後の高温による

白未熟粒や胴割米の発生が問題となっています。

これらを回避するため、水田をビニールで覆って温

暖化条件を疑似的に再現し、施肥方法や土壌改

良資材による白未熟粒発生軽減技術の開発や、高

温登熟性に優れる水稲品種の育成に取り組んでい

ます（図６）。 

 

【連絡先】 

長野県須坂市大字小河原４９２ 

TEL 026-246-2411（代表） FAX 026-251-2357 

HP アドレス http://www.pref.nagano.lg.jp/nogyoshiken/index.html 

図４ 大豆・麦畑における難防除帰化
雑草対策試験 

図５ イネもみ枯れ細菌病に有効な
種子消毒剤「エコホープ DJ」の開発 

図６ 温暖化を想定した高温ハウス
による試験 
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2015年 8月 1日 

日本農業気象学会 

関東支部会員各位 

日本農業気象学会 

関東支部長 宮田 明 

 

日本農業気象学会関東支部 2015年度例会開催のお知らせ 

 

日本農業気象学会関東支部 2015 年度例会を、下記の要領で開催いたします。本年度は、つくば

国際会議場にて総会、一般講演を行う予定です。当日は支部例会の後、同じ会場内で農業環境技術

研究所主催の第 29回気象環境研究会が開催されます（関東支部が後援予定）。こちらも奮ってご参

加下さい。詳しい情報は、順次、関東支部ウェブサイト（http://www.agrmet-kanto.jp）に掲載し

て参りますので、こちらも併せてご参照下さい。 

 

記 

 

１．日時：2015年 11月 20日（金）9：30〜 

２．会場：つくば国際会議場 

（〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3） 

３．内容 

 9:30～11:30 一般講演発表会 

11:30～12:30 関東支部 評議員会 

12:30～13:00 関東支部 総会 

      13:00〜17:30 第 29回気象環境研究会「大気環境の変化に対する植物の応答と 

  その分子生物学的な理解に向けて（仮題）」 

 

   夕刻より   懇親会（会場近辺にて） 

 

※一般講演の申込件数によって、開始時刻が前後する可能性があります。ご参加の際は、当日

のスケジュールを関東支部ウェブサイトにてご確認下さい。 

※一般講演発表および参加申込の締切日等についても、念のため関東支部ウェブサイトにてご

確認下さい。 

 

４．一般講演の申込方法 

10月 2日（金）までに、「10. 参加・一般講演の申込先」に、E-mailでお申し込み下さい。E-mail

には、① 参加者氏名および所属、② 連絡先（住所、TEL、FAX、E-mail）、③ 一般講演の表題、

著者名（発表者に○印）、所属、④ 懇親会参加の有無を記入して下さい。E-mailの件名を「関東

支部 2015年度例会一般講演申込」として下さい。 
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５．参加申込方法（一般講演を行わない場合） 

10月 30日（金）までに、参加者氏名、所属、懇親会参加の有無を記入の上、E-mailにて「10. 

参加・一般講演の申込先」までお申し込み下さい。また E-mailの件名を「関東支部 2015年度例

会参加申込」として下さい。なお 10月 30日（金）以降は、例会当日に受付にてお申し出下さい。 

 

６．講演要旨・要約要旨の執筆要領と提出方法 

一般講演を行う方は、講演要旨と要約要旨を提出して下さい。講演要旨は、電子ファイルの形

で関東支部ウェブサイトに公開されます。要約要旨は、支部報告として「生物と気象」に掲載さ

れます。 

以下の 2種類の原稿ファイルを 10月 30日（金）までに「11. 講演要旨原稿の送付先」に E-mail

の添付ファイルにてお送り下さい。原稿は以下の執筆要領に従って作成して下さい。紙媒体によ

る提出をご希望の方は、お手数ですがあらかじめ「11. 講演要旨原稿の送付先」までご一報いた

だけますと幸いです。 

 

① 執筆要領：講演要旨 

ファイル形式は MS Wordとします。用紙の大きさは A4サイズとし、原稿の長さは 1ページとし

ます。上下 25 mm、左右 25 mm のマージンをとり、その枠内に約 42 字（全角）×40 行、文字サ

イズ 10.5ポイント、MS明朝、MSゴシック等の一般的なフォントで作成して下さい。表題は 1行

目の 10 字目から書き始め、１行目に収まらない場合は、2 行目 11 字目に続けて下さい。著者名

と所属は 3行目の 11字目から書き、所属は氏名の後ろにカッコに入れて下さい。3行目に収まら

ない場合は 4行目を使用して下さい。連名の場合は、発表者の左肩に○印をして下さい。本文は

5行目から書き始めて下さい。図・表等は、ファイル内の適切な位置に配置して下さい。 

② 執筆要領：要約要旨（「生物と気象」掲載用） 

MS Wordとし、表題、著者名、所属と 250字程度の要約を書いて下さい。 

 

７．発表時の使用機器について 

 会場にはプロジェクターと Power Point がインストールされた Windows PC を用意します。

Windows PCをご利用の方は、講演用のファイルを USBメモリー等にてご準備下さい。Macintosh PC

でのご発表を希望される方は自身の PCをご持参下さい。 

 

８．参加費用 

一般講演発表会： 

会員 （一般）無料 （学生）無料 

非会員 （一般）500円※ （学生）無料 

※ 会場にて入会手続きをしていただけると無料となります。 

※ 懇親会費は 4,000円程度を予定しております。 
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９．会場への交通 

 つくば国際会議場へのアクセスマップは以下です。 

 会場情報については関東支部ウェブサイトもご参照下さい。 

 

  アクセスマップ http://www.epochal.or.jp/access/ 

  関東支部ウェブサイト http://www.agrmet-kanto.jp 

 

１０．参加・一般講演の申込先 

東京大学大学院農学生命科学研究科 細井 文樹 

〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1   TEL: 03-5841−8881 

E-mail: ahosoi@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

 

１１．講演要旨原稿の送付先 

埼玉県環境科学国際センター 米倉 晢志 

〒347-0115 埼玉県加須市上種足 914  TEL: 0480-73-8331 

E-mail: yonekura.tetsushi@pref.saitama.lg.jp 

(送信ファイルが 3MBを超える場合は、細井の方にお送り下さい) 

 

１２．例会講演要旨の取り扱いについて 

本例会の講演要旨は、電子ファイルの形で支部ウェブサイトに公開されます。その扱いは通常

の学会発表における講演要旨と同じになります。
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会誌「関東の農業気象」編集投稿規定 
 
会誌「関東の農業気象」は，日本農業気象学会関東支部（以後，「本支部」と呼ぶ）が年１回以上発

行する機関誌（以後、「本誌」と呼ぶ）で，農業気象に関する経験と知識の交流を図ることを目的とす

る。本誌には，農業気象に関する調査・研究についての報告や解説記事および支部活動に必要な記事

などを掲載する。本支部の会員，会友は自由に投稿することができる。 
 
1. 編集 

1.1. 原稿の採否の決定ならびに会誌の編集は本支部理事会が行う。 
1.2. 本支部理事会は原稿の加筆，修正および削除を求めることがある。 

2. 投稿 
2.1. 本誌への寄稿は投稿を原則とする。 
2.2. 投稿者は本支部の会員，会友もしくはこれと連名でなければならない。 
2.3. 投稿者は原稿を本支部理事会の編集発送担当宛に送付する。 
2.4. 原稿は 5 の執筆要領に従って作成した「Microsoft Word」形式の電子ファイルを電子媒体

（E-mail による送付を原則とする）の形で提出すること。 
2.5. 原稿の受理日は本支部理事会の編集発送担当がこれを受理した日とする。 

3. 著作権 
3.1. 本誌の記事の著作権は本支部に属する。 

4. 原稿の種類 
4.1. 本誌は巻頭言，研究短報，総説，研究トピックス，講座（解説），報告，書評，その他本支部

理事会が認めた農業気象に関する記事，および本支部の活動記録の連絡記事より構成される。 
4.2. 原稿の長さは，原則として，研究短報，総説，および研究トピックスは刷り上がり 4 ページ以

内，その他の原稿は 2 ページ以内とする。 
5. 執筆要領 

5.1. 原稿の構成は，以下のような節に分けることを原則とする。ただし，内容により「はじめに」

から「引用文献」までが以下の構成をとれない場合は，最も適切だと考えられる構成をとるこ

と。 
 構成：「はじめに」，「材料および方法」，「結果」，「考察」（「結果」と「考察」は「結果および

考察」としてもよい），「謝辞」，「引用文献」。 
 要旨，キーワードは必要としない。節のタイトルには番号とピリオドをつける（例：「2. 材料

および方法」）こととするが，「謝辞」と「引用文献」には番号を付けない。必要に応じて節の

中に小節を設けてもよい。 
5.2. A4 サイズの用紙を縦長に使用し，上下 25mm，左右 25mm の余白を取り，全角で約 42 文字

／行×40 行／ページで横書きに記述する。文字の大きさは 10.5 ポイントとする。 
5.3. 表題を 1行目，著者名および所属を 3行目に書き，その下に 1行空けて本文を書き始めること。 
5.4. 図・表・写真は，本文中に挿入した（カメラレディの）形で提出すること。図・表・写真の説

明は和文とするが，座標軸の説明は英文でもよい。 
5.5. 数量には原則として SI 単位系を用いることとする。ただし，非 SI 単位系での表現が妥当であ

ることが明らかな場合はこの限りではない。 
5.6. 引用文献は最小限度にすること。本文中での引用は，「三原（1969）によれば」などとする。

引用文献はアルファベット順に本文末に一括して記載し，その書き方は次のようにする。 
 三原義秋，1969：無加温小温室の夜間温度について，農業気象，25，1-8. 
6. 発効 

6.1. 本編集投稿規定は 2015 年 8 月 1 日から適用する。 
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賛 助 会 友 
 
英弘精機株式会社（２口会友） 

〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8 (* 2012 年 6 月 6 日より移転しました) 
tel: 03-3469-6711 (代表)   http://eko.co.jp/ 
各種日射計、放射計の製造販売を行い、気象観測、農業、工業、土木、建築方面に広く使用されて

おります。 
 
太陽計器株式会社  

〒114-0032 東京都北区中十条 1-12-3 
tel: 03-5963-5361 fax: 03-5963-5362  http://www.taiyokeiki.co.jp/ 
米国 Campbell scientific 社など各種計測機器の輸入販売・システム設計。 
 
株式会社 ディーエスアイ 

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 2-1-1 アスパ日本橋オフィス 211 
tel: 03-3272-7881 fax: 050-3488-1149  http://www.dsi-net.jp/ 
・デジタル百葉箱（小型マルチ気象観測装置）、CO2コントローラ／モニターの販売 
・データ計測、監視システム（特に IEEE1888 等オープンシステム）構築、コンサルティング 
 
アカデミックエクスプレス株式会社 

〒305-0047 茨城県つくば市千現 2-1-6 つくば創業プラザ 101 
tel: 029-828-7390 fax: 029-828-7391  http://www.academic-express.com/ 
地球環境および関連分野のデータ解析、数理モデル・統計モデルの構築、物理的・統計的ダウンス

ケーリング、WebGIS システムの構築、可視化ツール作成、各種電子化(入力、地図のトレース)。 
 
 
 
 

－20－ 



  

 

 
2015－2016年度日本農業気象学会関東支部役員名簿 

 
 
支部長 

宮田 明 農業環境技術研究所 大気環境研究領域 
 
 

理事 
（事務局） 
丸山 篤志 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター  
 情報利用研究領域 
 
小野 圭介 農業環境技術研究所 大気環境研究領域 
 
 

（例会） 
細井 文樹 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物環境情報工学研究室 
 
庄子 和博 一般財団法人 電力中央研究所 
 
 

（会計） 
福岡 峰彦 農業環境技術研究所 大気環境研究領域 
 
大橋 敬子 玉川大学学術研究所 生物機能開発研究センター 
 
 

（編集発送） 
中野 智子 中央大学 経済学部 
 
米倉 哲志 埼玉県環境科学国際センター 
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