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関東の農業気象第36号（2010)

重量
巻頭言一地球温暖化研究における意味のないジャーゴン

筑波大学生命環境科学研究科 林 陽生

ある研究会に呼ばれ、 地球温暖化時代の農業について話をした。この研究会の主催者は工学系の人で、

地球温暖化の危機を乗り越えるためにグローパルスケールのイノベーションの重要性を主張している。

彼は、 学術会議や政府関係の委員会でもあって 発言力があり、 国際的なセンスも持ち合わせている。 主

催者からみれば、 農業気象を専門としている私は異なる分野の人間で、 最近の 地球温暖化と農業の関係

を知るにはちょうど良い話題提供者と考えたようだ。 聴衆は全て研究会のメンバーだ、ったので、 技術を

信奉する考え方が充満した会場 での話題提供になった。 この点は卜分予想、されたので、 あらかじめ理論

武装の準備はしていた。

どのような点で話題提供者として 「ちょうど良しリと考えたかが、 質疑の時間ではっきりした。 日頃

から農業分野の政策に対して批判的な主張を持っていたようで（それ自体は、 議論を進める際に重要な

前提の一つ）、 温暖化に対する適応策が概ねパッシ ブな方法で行われている実態とそれに基づく将来予測

に対して、 テクノロジ ーの活用を主要な戦術とする立場 から功利的な議論を展開し、 将来における戦略

的な取り組みの必要性を論証したかったように思われる。

簡単にいえば、 彼らの主張はこうだ。 日本は技術立国であり、 科学においても、 厳しい競争のなかで

生き残るためには、 今まで以上に技術イノベーシ ョンが必要であり、 この考えは国際的に主流である。

そこで、 実力が実証済みの得意な部分で、 世界の流れに遅れずに対応しなければ「話にならなしリ。 欧米

では、 例えば省エネにしても日本より何歩も先を行った議論が行われている（日本こそが先導するに相

応しし、）。 この点、 日本の農業関係の行政と研究者は何も考えていないのではないか。 さらに次の様に主

張する。 現在、 地球温暖化の究極的な対策として、 ジ オエンジ ニアリングが注目されており、 これこそ

が救世主となりえるのではなか。

多少は対立的にではあるが、 彼らの主張は以上のように要約することができる。 私はこの議論に現わ

れる、 地球環境問題の解決に相応しい技術やその意味付け自体に対して違和感をもった。 それは、 地球

温暖化研究の場 におけるジ ャ ーゴンりargon） といえるものである。 一見すると反論の余 地が 無いが、

専門集団にしかわからない狭い考え方で、 実は意味が薄く、 大仰で、 同時に動かし難し、「しろもの」 と

感じられた。 私が、 どのような議論の過程でそう感じたかなどの詳細は、 私自身の見識の 水準とも関係

し、 そうなると巻頭言の内容には適さない。 従って、 これ以上は省略することにしよう。

後日、 主催者が主張の根拠としている 2冊のモノグラフを手に入れた。 まだ読み始めたところだが、

内容はサスヒ。シャ ス（日本語による語弊を避けるために音読で表現） といった感じである。 政治的なレ

トリックや官僚的な言い回しによって、 自らの意見が整理されてしまわないように、 普遍性のある部分

はしっかりと議論して科学技術の 発展を担ってし、く必要がある、 というのが私の現時点での読後感であ

る。 さて、 農業気象学会とほぼ対極に位置する場 で、 地球温暖化の問題解決に向け研究者達が何を考え

ているか体感することができたことは得難し、経験 だった。 科学者は自分たちの分野に龍つてはならず、

ジ ャーゴンで取り繕うことを避け、多様な場 面で独自の 発言を行うことが求められる。こうした行動が、

結局は農業気象学会の活動として、 特に 地球温暖化の研究において重要な時代になったといえる。
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関東の農業気象第36号（2010)

｜研究トピックスl
岡山の水田におけるフラックス観測

滝本貴弘1・ 岩！王i徹2 • 111本晋2 . 三浦健志2 . 大滝英治3

I 農業環境技術研究所， 2I百l山大学大学院環境学研究科， 3岡山大学名誉教授

1. はじめに

地球規模での大気一陸域生態系聞のC02， 水 および熱フラックス収支を解明するために

1 999年にAsiaF!ux が 設立された。 我々のグノレープでもアジアに特徴的な農業生態系である

水 間を対象として， 渦相関法によるフラックスの連続観測を実施してきた。 連続観測開始

時（1998年）は， 稲単作水 田での観測のみであったが， 200 5年には 耕作形態と耕地管理が異

なる稲一大麦二毛作地における観測を新たに開始した。 同観測サイトとも現在に至るまで

連続観測が 継続されている。 本稿では， 観測サイトの概要およびこれまでの成果について

紹介するとともに， 今後の展望を述べる。

2. 観測サイトと観測項目

我々が 観測を行っている 2 つのサイト

は ともに岡山県南部玉野市の児島湾干拓

地に位置している。 観測サイトを含む地

域（七区）は 児島湾干拓事業の最終工区で，

造 成から47～66年が 経過しており， 入植

農家によってほぼ一貫して稲作が 行われ

ている。 玉野市にあるアメダスの観測値

( 197 9年から2000年 ）によ れば，年平均気

温は I 5. 8 °C ，年降水 量は l 022 mmである。

l つめ のサイトは， 岡山大学農学部附

属の八浜農場（3 4 °32 ’1 5 ”N, 133 °5 5 ’37 "E, 

以下， 日C Hサイトと記す）である。 HC H

サイトにおいて現在実施しているような
図 1 OKYサイトの状況（200 9年10 月）

形で連続観測が 開始されたのは 1998年12月で， そ れ以前は 稲生育期間に集中観測が 行わ

れていた。 品種や植え付け方法が異なる年があるものの， 大部分の年次は 5 月下旬に乾田

に稲籾（品種．アケボノ）が播種される。 稲は 約2 週間後に出芽し， 6 月下旬から潅瓶水 が導

入される。 潅1慨水 の管理方法として， 浮出する塩類を除去する目的で， 4 日間湛水 した後3

3日間排水 するサイクノレが繰り返される間断潅j慨が， 収穫の約2 週間前まで実施される。

出穂、は 8 月下旬で， 10 月下旬に収穫が行われ， 籾のみが圃場から 搬出される。 収穫後には

稲葉も圃場外に持ち出される。 また， 最初の耕起までの聞に切り株から 再生茎の生長がみ

られる年次もあった。

2 つめのサイトは 稲一大麦の二毛作が 行われている民有地で（図 l ， 以下，OKY サイトと

記す）， HC Hサイトとは 直線距離で約1 . 5 km離 れている（34 °32 ’24 ”N, 133 °54 ’3 9  "E）。 稲の

栽培方法は， 稲苗（品種．アサヒ）が 6月下旬に移植されることを除いて， HC Hサイトと同
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様である。 大麦は ， 籾（品種．オウミユタカ ）が け月下旬から12月下旬の聞に播種される。

出穂は 4月下旬で， 5月末から6月は じめの聞に収穫される。 なお， 大麦生育期間中に潅

蹴は 実施されない。 稲， 大麦とも収穫により穂部が圃場外に持ち出される。 葉の処理は HC H

サイトと異なり，OKY サイトでは圃場内で焼却処理される。 稲収穫後には 切り株から 再生

茎の生長がみられる年次もあった。 一方3 大麦収穫後は 稲の移植までの日数が 短いことか

ら 再生茎の生長は 認められなかった。 土壌は ， 粒径加積曲線および国際土壌学会法により

I怪埴土に分類された。 卓越風向は 両サイトとも夏季は 南より， 冬季は 北よりである。

両サイトの定常観測項目を表l に示す。 ここ数年はOKY サイトでの観測に人的 ・ 物的

資源を割し、てきたため， その項目も多くなっている。 現在は 停止しているものの， 過去に

測定を実施した項目としては 権蹴水 中の溶存 炭素濃度の測定がある。

表 1 両 サイ トの 定常観測項目（20 I 0年3月現在）。測定項目 の添え字OはOKY サイ ト の み，

HはHCH サイ ト のみ で 測定 し ている項目 を示す。

測定項目 方法 ・測 定器

C02ブラックス

水蒸気フラックス（蒸 発散量）

顕熱フラックス

摩擦速度

地 中熱流量

蒸 発盆o

C02濃度プロファイルO

メタン濃度プロファイノレO

メタンフラック スo

全天日射量 ・ 反射日射量

下向き・ 上向き長波放射量

入射・ 反射光合成有効放射盆

群落下 の 下向き光合成有効放射量

大 気圧

降 水量H

風向， 風速プロファイルO

乾湿度プロファイルO

気温， 相対湿度

群落表面温度

湛 水深o

地温プロファイノレO

土壌 水分量。

群7答高

植物面積指数・ 葉面積指数

植物の器官別乾物重

渦相関 法（オープンパス型）

向 上

向 上

向上

熱流板

蒸 発計

非分散型赤外線吸収式C02分析計

FID型炭化 水素計

傾度法

4 成分放射計

向 上

光量子計

向 上

静電容量式気圧計

転倒ま す型雨量計

矢羽恨型風向計 ・ 三杯風速計

乾湿温度計

白金抵抗温度計 ・ 静電容量 式湿度計

放射温度計

圧力式 水位計

T型熱電対

TDR 

目視

プラントキャノ ピ ーアナライザ ー， サンプリング

サンプリング
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3. これまでの成果

両サイトとも作物生育期間の C02交換量については， 明らかになりつつある。 その例と

して， HC H サイトとOKY サイトにおける純生態系 C02交換量（NEE）の季節変化（2007年～

200 9年の平均値）を図 2 に示す。 両 サイトとも稲生育期間の C02吸収量は， その初期にあ

たる7 月下旬にピークとなった後， 緩やかに減少するという似通った季節変化を示した。

OKY サイトで特徴的なのは， NEEが周期的に変動する点である。 こ れは 稲生育期間の排水

時には， 稲の移植直前に土壌へ鋤き込ま れた大麦の収穫残濯の分解によりC02が土壌表面

から放出されるためだと考えられる。 一方 HC Hサイトは単作であることに加え， 稲の収

穫残？査は圃場外に持ち出されるため， 稲生育期間の土壌には易分解性の有機物が豊富に存

在しているとは 考えにく く ， 土壌表面からのC02放出量はOKY サイトよりも小さかった

と推察される。 したが って， HC HサイトではOKY サイトのようなNEEの周期的変動はみ

られなかった。

稲生育期間の積算C02吸収量はサイト間で大きな差はみられず，OKY サイトで 363 g C  

m·2, HC Hサイトで－ 36 9g C  m·2であった。 またNEEを解析的に総一次生産量（GPP）と生態

系呼吸量（Rcco）に分離し， サイト間で比較した。GPPは NEEと同じく， サイト間で差はみ

られなかった（OKY サイトで707g Cm"2, HC Hサイトで704g C  m-2）が，RccoはOKY サイト

(344 g C  m-2）の方 がHC Hサイト（33 5g C  m-2）よりもわず かに大きかった。 こ れは， 上述した

土壌からの C02放出による影響である考えられる。 サイト間で品種および植え付け方 法が

異なるにもかかわらず ，GPPやNEEに差がみられなかったことは興味深い。 植え付け方 法

の差異が 顕著に顕 れると予想さ れる生育期間初期の解析やNEEをLAIや乾物重と関連づ

けた解析を詳細に実施し， 確認していきたい。
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H CH サイト（上）とOKYサイト（下）で観 測された純生態系C02交換量（NEE）の 2007年～

200 9年の平均季節変化。 負値は圃場によるC02の吸収を， 正値は圃場からの放出を表す。

横軸は通日。
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冬季， OKY サイトでは 大麦を栽培するため吸収NEEが 観測された。 生育期間初期は 植

物体量が小さく ， NEEは わずかな放出を示している。 NEEが吸収に転じ， 生長速度が 加速

するのは 2月下旬で， 気温の上昇と同時期であった。 NEEは 稲とは 対照的な季節変化を示

した。 すなわち， 生育期間初期の吸収量の増加速度は 緩やかで， その後 期に最大となった

後， 収穫にかけて急減した。 なお， ピーク時のNEEは 稲生育期間と同程度であった。 積算

のC02吸収量は 252g C  m·2で， 稲よりも約100 g C  m・2小さかった。

1 年間を通してみると，OKY サイトのC02吸収量は 5 74g C  m・2y·lで，HC Hサイトの1 81

g C  m・2y-1より大きかった。 両 サイトとも収穫物を考慮しない限りにおいて， 圃場は 炭素の

吸収源であることが 明らかになった。OKY サイトにおいて， 収穫（375 g C  m·2 y·1）および残

濯の焼却に伴う炭素放出量（21 8g C  m·2 y·1）等を加味した圃場の炭素収支を求めた結果，

2008年について圃場は － 63g C  m-2 y lの放出を示した。

4. 今後の展望

今後， 炭素収支を構成する要素そ れぞ れの観測と解析をより詳細に行っていく 予定であ

る。 具体的には， C02フラックスの連続観測に加えて， 傾度法によるメタン放出量， 潅i既

7｝＜排水 に伴う溶存 態C02の系外への流出量， 収穫残I査焼却時の炭素放出量である。同時に，

サンプリングにより土壌中の有機物現存 量を推定し， 個別要素を積み上げて得られる炭素

収支との整合性を確認していきたい。OKY サイトの結果から残誼焼却に伴う炭素放出量は

Re co， 収穫量に次いで 3番目に大きな放出要素であり， 炭素収支への寄与が 大きいことが

わかった。 一方， 残濯を焼却するか否かは， 児島湾干拓地では農場所有者の判断に任され

ている現状にある。 そこで， 残誼処理法の違いが どの程度炭素収支に影響するかを評価す

るための観測を新たに開始する予定である。

こ れまで蓄積したC02をは じめとするフラックスデータを統合解析や陸域炭素循環モデ

ノレの検証用としてAsiaF!ux のデータベースに登録する予定である。 我々のグノレープでもフ

ラックスデータをもとに， モデ、／レや衛星リモー卜センシングを利用して水 田の C02交換量

の広域評価を試みているところであり， データユーザーと連携して， 研究を展開していき

たいと考えている。
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らびに岡山県玉野市の安原精一氏に御礼申し上げます。 また， こ れまで観測に携わった岡

山大学環境理工学部環境物理学研究室および生物生産水 利学分野のみなさまに感謝し、たし
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「いちご王国 “とちぎ”Jを守り育てる ＝栃木県農業試験場いちご研究所＝

平成20年1 0月、 全国初のいちご専門の研究機関が栃木県に誕生しました。 そ れまでの栃木

県農業試験場栃木分場いちご研究室を発展的に改組し、 「し、ちご研究所」としてスター卜しま

した。

平成 21 年4 月からの組織体制は図1のとおりです。 本 研究所は、 次代を担う新品種の育成

や新技術の開発に加え、 新たに消費動向などの調査 ・ 分析や、 研修などの機能も備えた、 いち

ごの総合的な研究開発拠点としての役割を担っています。 さらに、 平成 22 年4 月には新たな

研究棟が竣工しました。

栃木県のいちご生産は、 収穫量では昭和 43年より 41年連続、 産出額では平成7 年より；

: 1 4 年連続日本ーを誇っており、 木県が育成した「とちおとめ」は全国の作付面積の3害1J : 

：強を占めるトップブランドとなっています。

L唱ご研究所

所長
事務職員1名

企画調査担当

〈研究員 2宅9

. � lちご経宮・；荒ill·泊費の読E草分析lこ

関すること
－研修・情事自発信・3C荒に関すること

開発研究室

〈研究員 百必
（？主術負 2:i> 

・新品種・新技術の開発lご憶すること

図1 組織体制図

［主な研究業務1

1 新品種の開発

生食用に適した品種（ポスト「とちおとめJ ）や業務・力［I工用需要に対応した品種、 夏秋

どり品種等の開発を行っています。

最近では、 夏秋期（7 ～ l l 月）に生産でき、 色、 形、 食味が 良い「なつおとめjが 、 平

成2 2 年2 月18日農林水 産省に品種出願公表となりました。

2 新技術の開発

超多収生産技術や温暖化に対応した安定生産技術、 省力低コスト栽培技術等の開発に取り

組んでいます。

本 年2 月に完成した生理生態実験温室を活用して、 施設内の温度、 湿度、 日射、 炭酸ガス

濃度等の環境 条件を制御し、 多収条件や生理生態反応の解明に新たに取り組みます。
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夏秋どりいちご「なつおとめJ

3 )'Jlij査 ・ 分析

新規参入者や観光いちご園経営者等の経営調査 をとおし、 発展段階別経営体育成支援マニ

ュアノレを策定していきます。

いちごの流通や消費動向等の調査 分析を行い、 新たな需要の発掘に努めるとともに品種

育成にフィードパックさせていきます。

4 研修・ 交流

生産者等に対する技術研修を実施しています。 さらに、 生産者のみならず 、 いちご関係者

（流通業者、 加工業者、 消�’者、 企業、 大学等）との交流を促進し、 いちごに関する研究交

流拠点としての役割を果たしていきます。

研究所内に展示コーナーを設置し、 いちご栽培の歴史や試験研究成果、 消費動向等のパネ

ノレや各種加工品やパッケージ等を常時展示するとともにインターネット上のホームページを

通じて、 いちごに関する情報を広く 提供しています。

展示コーナー

［連絡先］

栃木県栃木市大塚町2920

TEL 0282-27-271 5 FAX 0282- 27-8462 

HP7ドレス h仕p:// www .pref.t ochigi.lg.jp/s ystem/desaki/desaki/n oug you -s -ichigo.html
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日本農業気象学会関東支部2010年度例会開催のお知らせ

日本農業気象学会関東支部2010年度例会を下記の要領で開催いたします。
本年度は宇都宮大学峰キャンパスを会場 にシンポジウムを行うとともに、 従来通り一般講演 発表会

も 行う予定です。
本例会が会員相互の有意義 な意見情報交換の場 となりますよう、 話ってご参加下さい。

なお、会場・日程等の詳しい情報は順次関東支部ホームベージ（http://a郡1kanto. ac. affrc. go. jp/) 
に掲載していきますので、 こちらもどうぞご参照下さい。

記

1 日付： 2010年11月5日（金）

2. 会場 宇都宮大学峰キャンパス（〒321-8505 栃木県宇都宮市峰350)

国際学部E棟l階1154教室

3. 日程及び内容（予定：時間は目安です）

10: 15～12: 15 一般講演 発表（講演課題数によって変更があります）
12：・30～13:30 評議員会・理事会
13:30～14:00 関東支部総 会
14: 15～16: 15 シンポジウム

テーマ：地球気候変動が農作物生産に及ぼす影響

14:15-14:20趣旨説明
＜話題提供＞

14:20-14:50大谷和彦氏（栃木県塩谷南那須農業振興事務所）
水稲の白未熟粒率、 麦類の収量に影響を及ぼす気象要因

14：・50-15:20箕田豊尚氏（埼玉県農林総合研究センター）
埼玉県の麦長期栽培試験における気象条件 と収量の関係

15:20-15:50本候均氏（宇都宮大学農学部）
落葉果樹の休眠 と開花の制御 による気候温暖化 に対応した果樹生産を目指して

＜総合討論＞
司会・ コメンテータ 桑形恒男氏（農業環境技術研究所）
15：・50-16:00 コメント
16:00-16:15 言サ論

16:30～17:15 施設見学（宇都宮大学附属雑草科学研究センター 予定）
17:30～ 懇親会（大学生協食堂）

＊上記の時間配分は目安です。 ご参加の際は、 関東支部ホームページ にてご確認下さい。

関東支部ホームページhttp://agmkanto.ac.affrc.go. jp/ 

4. 一般講演申込方法

本お知らせ末尾の一般講演申込書・参加申込書に必要事項を記入の上、10月22日（金）（郵送の

場合は消印有効）までに、 事務局（「10. 申込書・原稿の送付先」を参照下さい）に郵送、 FAXのい

ずれかにて送付して下さい。

また、E-mail でも受け付けます。E-mailでお申し込みの場合は、①参加者氏名及び所属、②連
絡先（住所、 TEL、FAX、 E-mail）、 ③ 一般講演の有 無、 講演する場合は題目、 著者名（ 発表者に O
印）、 所属、 発表使用機器、 ④懇親会参加有 無を記入の上、 事務局（「10. 申込書・原稿の送付先J

を参照下さい）まで送信して下さい。
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5. 参加申込方法
一般講演申込方法に準じてお申し込み下さい。一般講演を行わない場合のお申込みは1旦且2旦E

」主Lまで受け付けます。それ以降は例会当日に受付にてお申し込み下さい。

6. 講演要旨提出方法
講演要旨は、 関東支部会誌 『関東の農業気象』 電子媒体版（e-journal） に掲載され、 関東支部

ホームページにて公開されます。また、要約要旨は電子媒体学会誌『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（土）までに本案内状末尾の講演要旨原稿E寸na i I送

付先に電子メールi附寸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書いて下さい。
①講演要旨

ファイル形式はMicrosoft Wordまたは一太郎とします。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20剛、 下20剛、 左15剛、右15 mmのマージン を と り、 その枠内に
約45字（全角）×45行、文字サイズ10. 5ポイント、MS明朝、MSゴシック等一般的なフォン卜を

使用して下さい。表題はl行の10字白から書き始め、 1行自に収まらない場合は、2行目11字自
に続けて下さい。著者名と所属機関は3行自の11字自から書き、所属機関は氏名の後ろにカッコ
に入れて下さい。3行自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O印をして下さい。本文 は5行自から書き始めて下さい。図・表等は、 ファイノレ内の適切な位
置 に配置して下さい。
②要約要旨（『生物と気象』用）

Microsoft Wordまたは一太郎形式とし、A4 用紙に、演題、所属、 氏 名と 250 字以内の要約を 書
いて下さい。横書きでl行25字、行幅約12 cm、文字サイズは12ポイント程度でお願いします。

7. 発表時の使用機器について

会場にはプロジェクターのみを用意しますので、PCをご持参下さい。

8. 参加費用

一般講演 シンポジウム
会 員 （一般）無料 （学生）無料

非会員 （一般） 300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。 なお、シンポジウム は会員／非会

員にかかわらず無料です。
懇親会費3,000円程度を予定しております。お申込みは10月30日（土）までにお願し、します。

9. 会場への交通
J R宇都宮（東北）線または東北新幹線「宇都宮」 駅下車、 東口から徒歩約 20 分。 もしくは駅

西日から路線ノ〈ス 4番乗り場「清原団地行きJ (JR関東パス）または13番乗り場「真岡」、「益子」、
「宇大・ベルモール」行き（東野パス） で約10分、運賃200 円、 宇都宮大学前下車。 会場までは

正門を 入ってまっすぐ徒歩約3分。詳しくは、 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/map／『nap01.htmlを
ご参照下さい。峰キャンパス 内については、http：／川WN.utsunomiya-u. ac. jp/map/minemap.htmlを
ご参照下さい。

10. 申込書・原稿の送付先
参加および一般講演申込先

農業環境 技術 研究所 大気環境 研究領域 間野正美
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3 Tel. 029-838-8239 Fax. 029-838-8211 
E-mail rnrnano@nia es. affrc. go. JP 

講演要旨原稿E--ma i I送付先
農業環境技術 研究所 大気療境 研究領域 社明遠
〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3 Tel. 029-838 8210 Fax. 029-838-8211 

E-mail durny@affrc. go. jp 
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一般講演申込書・参加申込書

氏名

所属

住所 干

TEL F似
E寸nai I 
一般講演（いずれかに0) 有 無
講演題目

著者名と所属（発表者の左肩lこ0)

懇親会 （いずれかに0) 参加 不参加

以上
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会誌「関東の農業気象J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が年 1回以上， 発行する機関誌で， 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。本会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ーなどを掲載する。関東支部の会員，会友は自由に投
稿することができる。

1. 編集
l. l. 投稿原稿の採否の決定ならびに会誌の編集は理事会が行う。
1.2. 理事会は投稿原稿の加筆， 修正および削除を求めることがある。

2. 投稿
2.1. 本会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. 投稿者は原稿を支部事務局あてに送付する。
2.4. 投稿原稿は 4.2で指定するワープロ原稿（A4版） を提出すること。
2.5. 投稿原稿の受理日は支部事務局がこれを受理した日とする。

3. 投稿の種類
3.1. 「関東の農業気象」 は巻頭言（とびら），研究短報，総 説，研究トピックス，講座・（解説），

報告， 書評，支部例会の講演要旨その他理事会が認めた農業気象に関する記事，および本
支部の活動の記録の連絡記事より構成される。

3.2. 原稿の長さは原則， 研究短報， 総 説， 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2ページ以内とする。

3.3. カラー印刷に必要な経費は著者の負担とする。
4. 執筆要領

4.1. 次のような構成を原則とし， 英文要旨は必要としない。
l. はじめに（序文）
2. 材料および方法
3. 結果

結果および考察としても よい。
4. 考察
5. 引用文献

必要に応じて小見出しをつける。
4.2. A4版上質紙を使用し， 上25mm，下25mm，左l 7mm，右17mmのマージンをとり，その

枠内に約 42（全角）×40行， 文字サイズ、約 11ポイントで印字すること。
4.3. 図表は用紙に直接書くか，張り付けて提出すること。写真は，挿入部の部分をあけ，別途，

印画紙に焼き付けたも のを提出すること。図表の説明は和文とするが，座標軸の説明は英
文でも よい。

4.4. 表題を 1行目，著者名及び所属を3行目に書き，本文は行聞を 1行あけて書き始めること。
4.5. 単位はSIかCGS単位系のどちらかに統一する。
4.6. 引用文献は最小限度にする。 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A B C順に木文末に一括する。 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， ト8

4.7. Jllj刷は請求があれば実費で入手できる。その場合， 50部の倍数 を単位として， 投稿時に支
部事務局に申し込む。

5. 支部例会の講演要旨の執筆要領
5.1. 「関東の農業気象j掲載用

執筆用紙・書式は， 全国大会の形式に準ずる。 長さは1ページ以上。
5.2. 「農業気象」（全国紙） 掲載用

200字程度にまとめる。テキストファイル形式で保存した電子媒体の原稿を同時に提出す
ること。
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株式会社牧野応用測器研究所 ( 2) 

干1 65 0025 東京都中野区沼袋3-1 9-4

te1:03-33 87-6241 fax:03-3319- 9996 

賛助会友

光電式微風速計。 小型・軽量のロガー（新製品MX C21シリーズ）により

簡便に長期の計測が可能になりました。 携帯電話による伝送システム有り。

英弘精機株式会社 ( 2) 

干15ト0073 東京都渋谷区笹塚2-1-6 笹塚センターピノレ
te1:03 5352-2 91 l fax:03-5352-2 917 

各種目射計、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。

太陽計測株式会社 ( 1 ) 

〒143-0023 東京都大田区山王12 6 

t巴1:03-4426-5000 fax:03-4426-5l15 

横河電機・ 日本H P ・横河電子機器製品販売サービス、計測・ 制御・ 情報処理・ ハード

／ソフトの開発・設計・製造・施工。

日本 農園芸資材研究会 ( 1 ) 

〒103 0004 東京都中央区東日本橋2-24-14 ダヴインチビノレ2階

tel:03-5 820-7082 fax:03-3865-0763 

農業関連資材、施設の改良に関する調査、試験研究、研究成果の普及。 資材、機材の

利用法と技術に関する調査、試験研究。

太陽計器株式会社 ( 1 ) 

干114-0032 東京都北区中十条1-12-3

tel:03-5 963-5361 fax.: 03-5 963-5362 

キャンベノレの各種データロガー －測器の輸入元、 販売を行っています。

http ://www .tai yo keiki .eo .jp/ 

デグリーコントローノレズインク ( 1 ) 

〒104-0043 東京都中央区湊3ふ4 201号室

te1:03-5542-63 80 fax:OJ-5542-63 81 

温度制御に関する気流センサに関する部品の設計開発、製造並びに販売、 輸出入

http ://www .d巴greec.co.jp/
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株式会社ウイジン ( 1 ) 
〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-12-14

tel:03-3700-053 l fax:03-3700-5 43 4  
7.k位計、 土壌水 分計、気象測 器、 環境計測 機器などの販売、製作（計画、 試作にも応

じます）。
http://www.uizin.co.j p/ 

パシコ貿易株式会社 ( 1 ) 
〒113 0021 東京都文京区本 駒込6-15-8

t巴1:03-3 946-5621 fax:03-3 946-5628 
ホボの商品名で知ら れるオンセット社製各種データロガー、気象観測 システムの総輸

入元、 販売を行っています。
h仕p://www.pacico.co.jp

ダイダン株式会社 ( 1 ) 
〒35 4-0044 埼玉県入間郡三芳Ill］北永井3 90

t巴1:049-258-1511 ぬx:049-258-760 I 

弊社は建築設備分野の設計、施工を行う会社です。 本 会では設備の監視制御システム
を構築する技術の応用を考えています。
http://www.daidan.co.jp 

日置電機株式会社 ( 1 ) 
〒101-0032 東京都千代田区岩本 町2-3-3 友泉岩本 町ビノレlF 

tel:OJ-5835-2851 fl似：03-5835-2852
電気及び電子計測 器及び祖湿度含めた各種データ遠隔計測、 製造販売メーカーです。

http://www. hio ki.eo .jp/ 

三興通商株式会社 ( 1 ) 
干105 0013 東京都港区浜松町2平l ハウス浜松町ビル 9F

te1:03-5777-3627 fax:03-5777-3629 
VA I SALA社をはじめとする計測 機器総合輸入商社。 総合気象海象計測装置、 穀物 ・

種子検査装置、 土壌発散のC02センサ一等の提案 ・販売・技術サポート ・アフターセー

ノレスまでをトータノレコーディネート

h仕p://www.sankotsus ho.co.jp
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