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昭和 57年 1月 29日一部改正

昭和 62年 1月 21日一部改正

平成 2年 1月 26日一部改正

平成 6年 11月 25日一部改正

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本人の申出により普通会友（個人）

ないし、賛助会友にすることができる。

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. 会友 1人 1, 0 0 0円

2. 賛助会友 1口5, 0 0 0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会員の全体の選挙によって選出する。

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.役員の任期は 2年とする。但し、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。また、支部役員に事故が生じた時は理事会の承認を得て、

その役員の代行者をおくことができる。

第 8条 本規約の改定は総会決議による。



日本農業気象学会関東支部2004年度例会開催のお知らせ

を掲載しました（ 1 2ページをご覧下さい）。

昨年まで郵送にてお知らせしていた例会案内および一般講演・例会参加申し込

みを．今号より「関東の農業気象Jの誌面上にてお知らせいたします。講演要

旨原稿の提出方法にも変更がありますので，詳しくは 12ページをご覧下さい。
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3つの音楽会と学際的な共同研究

Leonardo da Vinci ( 1452・1519年）が片身離さず手元におき、最後まで筆を入れつづけたという 3

枚の絵は、最後に弟子のメノレツィに託された（ルネサンス、 1995）。 3枚一組の絵が Leonardoの宇

宙的魂の具現化であったに違いない。調和と美を探究したのが Leonardoとすれば、調和と音の創

造が音楽であり、様々なジャンルや作品の中でも、筆者は Smetanaの交響曲 rMa'VlastJ を好ん

で聴く。 Smetanaは民族主義を音楽で具現化した作曲家と言われている（クラシック名盤、 1996）。

門外漢の筆者には到底、大作曲家の音楽を理解することはできないが、自分流に享受できると

ころが音楽の魅力である。最近、 3つの音楽会を聴いて再認識させられたことを述べてみたい。

1つは市民交響楽団で、本業をもっアマチュア集団であることから当然、演奏技術は未熟である

が、個性がよくでている。 1つは全国制覇の名門校の市立高等学校吹奏楽団で、演奏技術も高く、

心地よく聴けるが、個々の楽器の音色は埋没してしまっている。これらに対して，プロの NHK交

響楽団は、演奏がはじまると、楽器の音色や調和を超越した新しい音の世界を魅せてくれるだけ

でなく、不思議なことに、演奏の中に楽器の個性が生かされているのである。

さて、研究の世界ではどうであろう。研究者になるために、専門知識や方法論を習得する時代，

研究がスタートする時代、最後はプロの研究者として活躍する時代がある。プロの研究者にとっ

て、超越した音の世界と相通ずるのが学際的な共同研究の在り方であると思われる。福島要一元

会長は、本学会創立 30周年の総会挨拶において、「もっと根本的な点を言えば，研究そのものの

共同化の問題があります。違った専門の人たちが一緒になって共同研究をする研究の方法或いは

方法論はまだ、世界的にも確立されているとは思えません。日本で、は特にその点が遅れています。

・、また農業気象学が「学際的なJ性格をもっているという点です。以前には「境

界領域Jという言葉が使われました。「学際」の方がやや積極的のようです。ここではそいういう

言葉の問題としてではなく、このような学問の在り方が、近時いよいよ必要になってきているこ

とを指摘したかった訳です。J、と述べられている（農業気象，1972）。

産官学を問わず、地球規模のプロジェクトから地域規模のプロジェクトまで大小様々な共同研

究が推進され、その真価が関われている。一方、農業気象学の定義や学会理念、に、 interdisciplinary

の訳語として f学際的なJが引用される。 30年以上も前に指摘された「学際的な共同研究Jが、

その真価を発揮すれば、農業気象学の新領域の開拓が期待できるほど、 21世紀において、なお魅

力的なテーマである。この不確実な共同研究の方法論について、音楽の世界からも学ぶべきもの

があるように思う。

そこで、現実に目を転じれば、筆者の提案した「気候緩和機能増進技術の評価モデ、ルの開発と

関東地域への適用Jが、平成 16年度先端技術を活用した農林水産研究高度化事業に採択された。

本課題はモデ〉レ研究の成果を地域農業の活性化に役立てるため、生産と環境の両立を目指す恒久

的対策の施策等（例えば，親水空間の整備、休耕地の生態系保全管理等）に関する事前・事後評

価に使えるモデルを開発することである。産官学の組織、専門を異にする研究集団が、真に学際

的な共同研究の推進によって、地域農業の活性化に貢献できる成果を創出したいと考えている。

農業・生物系特定産業技研機構井上君夫



関東の農業気象第30号（2004)

｜研究トピックス｜

可搬型イメージングライダーによる森林のバイオマス推定

浦野豊い大政謙次 2

1拓殖大学北海道鑑期大学環境農学科， 2東京大学大学院農学生命科学研究科

1. はじめに

最近，森林の保全や地球溢緩住の問題に関連して，森林の構造やバイオマスを高精度に

計瀦することが必要とされている．たとえば，近年までに航空写真測量や合成隠ロレーダ

ーおよび LandsatTMなどの入工衛星によるリモートセンシング技術を用いて，森幹的構

造や炭素摂収量を推定するためのバイオマスを計測する研究が進められてきた．しかし，

これらの針瀕は広域の構報を得られる長所があるものの，精度があまり高くないという短

所があった．そこで，最近ではより精度の高い方法として，ヘリこコプター等の鉱空機に築

載したイメージングライダー｛以下 ILとする）により，森林の 3次元計澱に関する研究

が重んに行われるようになった〈大政ら， 2000aる； Omasaet al., 2003）.一方，これら上

空からの計澱で得られたヂータの裏付けをとるために，樹木のバイオマスなどのグラウン

ドトウノレース宕地上調査で確認する必要が生じてきた．たとえば，地上調査で胸高直径を

関すれば，その樹木や森林のバイオマスを求めることができる．

ところが，森梓の林床には一般に多くの革木が繁茂するため，胸高註径の現場計測には

多大な労力と時聞が必要とされ，また，議十爵器を扱う錨人による誤差も発生しがちであっ

た．そこで，最近では比較的簡穫で短時間に計瀦できる可搬型 ILを地上調査に用い，逮

踊マi屡々の樹木を 3次元計概する試みが行われるようになってきた．これまでに可搬型 IL

を地上に設寵して締高直径を計挺する試みがあったが，対象樹木としては見通しのさく均

一な街路樹に鰻定されていた．また，そのとき使用した可搬裂 ILの精度が低かったため，

得られた胸高直径はバイオマスを算出するための森林パラメータとして脊効ではなかった．

さらに，樹木註震のマッピングやバイオマスの推定は行われていなかった（林ら， 2001).

そこで，本研究では，精度の高い可搬型 ILを患いて自本の樹木を代表するスギとカラ

マツの 2穂の森林内部を 3次元針測することにより締高庇径を求め，細々の横木のバイオ

マスを推建し，また，森林の保全や林業分野で必要とされる個々の樹木位離のマッピング

を行う手法を検討した．在らに，実務｛盛との比較により，それらの推定精度を検証した．

2.材料および方法

2・1.計器装

使用した可搬型 ILは， RIEGL社（オーストリア）製 3Dレーザ…プロファイノレ認定シ

ステム（LPM”25HA）である．本装置は，アルミ製三脚の上部に可動の本体が設置された

本体護量が約 9.5kgと比較的経量なもので，アルミ製の三騨と合わせても現場において一

人での持ち運びが容易に可能である．本部頭部から近藤外レーザーパルスを発射し，その

円形ブットプリントは計樹装設から 10,20, 60mの名地点でそれぞれ直径約 15,20, 60mm 

である．レーザーパルスが対象物に反射して戻ってきた飛行時期からその距離安求める原

理で，高速かつ高締度lこ3次元空間デ…タを収集する．計調範聞は最歪近距離約 2mから

最遠距離約 60踊，距離の計測精度が土8mm，水平垂産方向の角度イ立麓読み限り精度がごと

-2-



0.009度である．計測中は，装置のヘッド部が近赤外線レーザーパルスを発射しながら垂

直方向に繰り返し首振り運動を行いつつ水平方向にゆっくりと回転しつつあらかじめ設定

した対象画角範囲をスキャンする．計測設定ではファーストパルスモードかラストパルス

モードかを選択でき，前者はフットプリント内の至近距離の反射光を優先する計測，後者

はフットプリント内の最遠距離の反射光を優先する計測である．本研究では，計測対象と

する樹幹の手前に小枝等の障害物がある場合それらを無視して最遠の樹幹表面を精度良く

計測するためにラストパルスモードを選択した．なお，計測データは 3次元空間の x,y,z

座標軸上に表現される．たとえば，レーザーパルスの反射点が Fig.1に示すように黒点群

であらわされ， z軸（ある高さ）で切断した樹幹断面 x,y軸（水平面）を示す．

2-2.管理されたスギ林

2・1の可搬型 ILを地上に設置し，林床植物が刈り取られ樹幹下部の枝葉が切り務とされ

管理されたスギ林を 3次元計測した．対象としたスギ林は青森県の鉄道防雪林として植林

された樹齢約 60年の人工林で，そのうち本研究で計測対象としたのは 400m2の区画に生

育するスギ 40本であった．計測データから胸高直径を推定する方法は，樹幹形が真円で

あると仮定して， Fig.1に示すように可搬型 ILによる計測データ（図中の黒点群）で形作

られる樹幹の水平断面に真円を当てはめ，その直径を胸高直径，中心を樹木位置とした．

なお，胸高直径からバイオマスを求める際， Cannel( 1982）の実測データを用いた．

2-3.自然状態のカラマツ林

2-2では林床植物が刈り取られ見通しのきくスギ林であったため，直接胸高部位（地上

高 1.2m）の計測が可能であった．しかし，実際の森林ではこのような状況は希であり，林

床に多くの草木が繁茂し，計測対象とする樹木への見通しがききにくいのが一般的である．

そこで，第 2の計測対象として自然状態のカラマツ林を選択した．対象としたカラマツ

林は北海道苫小牧市にある国有林で，可搬型 ILを中心に水平角度 170° 半径 30mの扇形

の範囲を計測対象とした．その範囲内にはカラマツ 44本が存在した．

このカラマツ林では，計測できる任意の高さにおいて樹幹直径を計測し，あらかじめ計

測して求めておいた樹幹直径変化係数（計測した高さにおける樹幹直径からその胸高直径

を求めるための係数）を用いて胸高直径を算出した．なお，計測データから樹幹直径を求

める方法については，直立するカラマツについては 2・2のスギ林と同様である．しかしな

がら，傾いたカラマツについては樹幹の水平断面が楕円になることから，その楕円の最大

内接円を求めてその直径を樹幹直径，中心を樹木位置とした（Fig.2）.なお，胸高直径か

らバイオマスを求める際，事前の毎木調査で得られた胸高直径とバイオマスとの関係式を

用いた．
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3.結果

3-1.管理されたスギ林

スギ林の計測データを可視化した図が Fig.3である ．図の濃淡は可搬型 ILのセンサーか

らの距離レンジを炎す.1地点からの計測では，スギ 40本中 31,tf.: （約 78%）が計測でき

た.3点からの計測ですべてのスギが計測され，その樹木マッフを Fig.4に示す．胸高直

径の実測値との誤差は RMSEで 6.lmmであった．得られた胸高直径から求めたスギのバ

イオマスを実視IJfi直とを比較し誤差評価を行った結果， RMSEで ll.5kgC(1実素重量）であ

った．さらに，計測した胸高直径から，計測対象区画に存在する 40本のスギから単位l面

積あたりのバイオマスをお出すると，実加IJ値との誤差は約 3.0%であった．

3・2. 自然状態のカラマツ林

カラマツ体のJIー側データを可視化した｜刈が Fig.5である. 1地点からの計測ではカラマ

ツ 44 /j宮中 24本（60%）が計測できた．そのときの樹木マッフを F'ig.6に示す．胸高直径

の;l.fiJ[IJ ju＇.［との誤 1£lよRMSEで 6.8mmであった．また，単位面fi7当たりのバイオマスを実

測値と比較すると ，誤差は約 2.7%であった．
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4. 考察

以上のように，木研究では日本の樹木を代表するスギとカラ マツの 2種の森林を対象と

して，高精度の可搬型 ILを用いて森林内部の 3次元計測を行った．スギ林は符理されて

見通しのきく状況であり，カラマツ林は自然状態で見通しのききにくい状況であった．計

測の結果，従来の可搬型 ILを用いた研究では実現できなかったより精度の高い胸高直径

の計測， 個々の樹木位 世のマッピング，そしてバイオマスの推定ができた．釘・－＊調査で行

われる ））旬高i直径と樹木位置に関する森林訓話!I)については，一般に林床に多くの桜木が繁茂

するため多大な労力と時間が必要であり ，また，計測器を使う個人による誤差も発生しが

ちであった．しかし，可搬型 ILを使用することにより，計測人員は一人で可能となり，

計測時間も大幅（所要時間約 8～15分）に短縮され，高精度で計測でき，計測する何人に

よる誤差も発生しにくくなるため，信頼性の高い計iJ!IJ結果が得られた．このように本研究

で示した方法が広義の森林モニタリングに有用であり，その応用として林業分野や地球温

暖化問題に閲する分野など，今後幅広い方而で活用が期待できるであろう．
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｜研究トピックス｜

浅間山麓のダケカンパ林における C02フラックス測定と炭素収支解析

小林卓也，中屋耕，鈴木智恵子，池田英史．安池慎治（電中研環境科学研究所）

1.はじめに

COP7 (2001年）において，森林管理による C02吸収源利用の上限枠に関する合意が得られ，わが

国には 13Mt C yf 1 ( 1990年排出量の 3.9%, JIによるf森林管理Jを含む）の枠組みが割り当てられた。

さらに， JIによる「植林・再植林jはその全吸収量を， CDMによるf植林・再植林jは別途設定された上限

枠内（1990年排出量の 1%）で，排出量削減の数値目標に勘定できることとなった。このように，吸収源

の活用は地球温暖化政策上の重要な課題となっている。吸収源による C02吸収量を温室効果ガスの

削減量に算入するには， C02吸収量を透明かっ科学的に検証可能な方法で評価・報告することが要求

されているが，必ずしも定量的・客観的な評価手法が確立されている状況にはない。そのため当所では，

ブラックス観測を中心とした C02吸収量評価手法の開発と，吸収源の評価・活用に必要な科学的な知

見の蓄積を目的とした森林の炭素収支研究に取り組んでいる。今回，これらの成果について報告する。

2. 地点および観測の概要

(1）観測地点

観測サイトは，長野－群馬県境の浅間山の東麓（36° 24’N, 138° 35’E，標高 1380m）に位置する。

火山堆積物上に有機物層（20～30cm）が発達した緩傾斜地（南西から北東に向かって－30 ）に，林齢

約 50年の 2次林が成立している。ダケカンパ（優占樹種），ミズナラ，ヤマハンノキなどの広葉樹林中に

カラマツ，アカマツ，ウラジロモミ等の針葉樹が点在する。関東から甲信地方の寡雪地に代表的な冷温

帯（山地帯）上部の種構成だが，ササが存在せずノリウツギの低木が分布する。林冠構成木の平均的な

樹高は約 16～l8m，針葉樹には 20m以上の個体も散見される。着葉期は 5月から 10月の問で， LAI

の最大値（リタートラップによる測定）は 5に達する。年平均気温 7.7℃，年降水量 1,2日mm（軽井沢測

候所における平年値），積雪期間は 12月から 3月で平均的な積雪深は 0.5mである。植生等の調査範

囲として設置した南北 80m×東西 130mの区画の西と南に，それぞれ 200m離れて道路が存在する。

(2）フラックス観測

森林上における微気象学的観測により算出される C02ブラックスは，森林の C02吸収能力を直接評

価することのできる手法として注目されている。しかしながら，渦相関法を始めとする既存のブラックス測

定手法には，エネルギー収支のインバランスの問題や大気安定時における測定誤差の発生など解決が

必要な問題も存在する。そのため本研究では，低コスト評価システムへの適用が可能であり精度の高い

C02吸収量評価手法の確立を目標に，空間的な平均ブラックス測定を可能とするシンチロメータを用い

た測定手法の開発に取り組んでいる。本地点では調査区画内にブラックス観測タワー2基（高さ 28m）を

設置し，両タワー閑（東西方向に 88m）を測定パスとして， 28mおよび23mの高さでシンチロメータによる

連続観測を実施している。また，主に東側のタワーで渦相関法（open-pathとclosed-path）によるブラック

スデータの蓄積および森林内貯留量やモニンオプ、コフ相似則の確認などのためのプロファイル計測を

実施している。本地点では北風と西風が卓越し，北側に約 1.5km，西側に 600mのフェッチを有する。

(3）森林内炭素動態の解析

森林内の炭素動態を解析するために，樹木材積，リター，土壌中炭素等，森林内の炭素量を調査す

るとともに，大気中 C02を含む森林構成要素の炭素安定同位体比（以下， o13Cと記述）を調査している。

円。



樹木材積量については，胸高直径・樹高の毎木調査を行うとともに，国際航業側との共同研究により航

空機レーザープロファイラーを利用した解析を実施している。また，土壌中の炭素動態を解明するため

に， 2地点，各 2深度の土壊有機物（以下， SOMと記述）を月 1回の頻度で採取し，全炭素，易分解成

分（腐植酸，フルボ酸），難分解成分（ヒユーミン）を定量している。さらに，土壌水に溶解して系外へ流出

する炭素量を評価するとともに，新たに構築した多点観測システム（安池ら 2003）により土壌面 C02放

出量を測定し， C02として土壌から大気へ還流する SOM量を評価している。土壌面 C02放出量に関し

ては， SOMの分解と植物の根の呼吸を分離評価するための検討も実施している。

3. これまでに得られた結果および考察

( 1）シンチロメータを用いた森林 C02フラックス測定手法の

開発

ブラックス測定精度の指標として熱収支のバランスが有

効であることから，シンチロメータを用いたブラックス測定手

法（以下，シンチロメータ法と記述）の有効性について検討

するため，同手法と渦相関法（closed-path）における熱収

支の解析結果を比較した。図 1に両手法による風向と温度

および水蒸気の消散率との関係について示した。温度と水

蒸気ともにシンチロメータ法と渦相関法の消散率の比は，

風向がシンチロメータのパスに直交する場合に大きな値を

示し，測定パスと平行方向に近づくほど小さな値を示す傾

向が認められた。また，温度に比較して水蒸気の方が，消

散率の比は大きくなる傾向が認められた。さらにエネルギー

収支について，シンチロメータ法と渦相関法におけるインバ

ランス率を比較した（ただし，土壌への貯熱流量を考慮して

いないため，正確なインバランス率は示していなし、）。その

結果，シンチロメータ法においてもエネルギー収支のインバ

ランスは認められたが，渦相関法（closed-path）に比較して

インバランス率（RE）は小さくなる傾向が認められた（図 2）。

そこで風向が変化した場合のブラックスの平均化領域に

ついて検討したところ，風向が測定パスに直交する場合の

平均化領域が，平行な場合よりも極めて大きくなることが明

らかになった（図 3:Nakaya et al.，未発表）。これらのことか
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図 1.シンチロメータ法と渦相関法における消散

率の比 （中居ら，未発表）

円グラフ外周の数字は北を0。とした方位

£ TSC：シンチロメータ法による温度の消散率

E TEC：禍相関法による温度の消散率

l qSC：シンチロメータ法による水蒸気の消散率

E qEC：渦相関法による水蒸気の消散率

ら，エネルギー収支のインバランスに平均化領域の広さが関係していることが推測された。したがって渦

相関法におけるエネルギー収支のインバランスの原因が，点観測であることによる平均化領域の不足に

より生じている場合には，シンチロメータの特徴である空間平均的な観測によりその問題を解決すること

ができる可能性があると考えられた。

また，消散率に基づくブラックス計算において，設定するゼロ面変位（d）が変化するとブラックスが変

化するため， dを正確に与えることが必要である。特に落葉広葉樹林では，展葉や落葉によりdが季節変

動する可能性があり，正確にフラックスを評価するにはこれらの変動も考慮、して解析を行う必要がある。

コンスタントブラックス層内における 2高度のブラックス測．定を考えた場合，シンチロメータの測定値に対

一7-



してdを変化させると，それぞれの高度ごとに異なったフラッ

クス・d関係直線が算出される。この場合，原理的には両高

度のフラックスが一致する必要があることから， 2高度のフラ

ックスが一致する条件が実際の dに相当すると考えることが

できる。 2002年における同手順を用いたdの算出例を図 4

に示したが，調査時期によるdの変化が確認された。同結

果は落葉にともなう LAlの低下によりdの値が小さくなる現

象を捉えたものと考えられた。 このように， 2高度における同

時測定が，シンチロメータ法における不確定要素となるdを

推定するために有効であると考えられた。

(2）土壌面 C02放出量測定手法の開発

SOMの分解や樹木恨の呼吸により土壊面から放出され

る C02は空間的な変動が大きいため，地点の平均値を得

ることが難しい。そこで，土壌面 C02放出量の地点平均値

を得るための多点観測システムを開発した。同システムは，

多点観測を行うための桐田スポンジ法（以下，スポンジ法と

記述）と同手法の誤差補正に必要な循環型チャンパー（安

池ら，2003：特開 2001-296215）から成る。一般的に，スポ

ンジ法はコストが安く多点観測に適するが，iJ[IJ定原理に起

因するチャンパー内の C02濃度の低下により土壊面からの

C02放出が促進され，土壌面 C02放出量が過大評価され

ることが多し、。循環型チャンパーの測定原理もスポンジ法と

同様であり，チャンパー内の空気をアノレカリ溶液に通気・循

環し，吸収された C02量を土壌面からの C02

排出量とする。ただし，チャンパー内 C02濃度

の変動に対応してアルカリ溶液への通気量を

制御することで，チャンパー内 C02濃度を一定

レベノレに維持するため，過大評価を防ぐことが

できる。

岡 5にスポンジ法の測定値の補正結果を示

す。 補正に必要な係数は，地中の C02濃度測

定値をFickの法則に適用して求めた。その結
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図4.シンチロメータによるゼロ面変位（d）の後定
果，スポンジ法の値と循環型チャンバーの値が

良く一致するようになった。本システムにより調査区間内の 104点で土壌面 C02放出盆を評価し，クリギ

ングによりC02放出企の空間分布を解析した結果，区画の東側lと西側のC02放出分布が明らかに異な

ることが確認された（図 6）。このように空間的な変動が大きい上嬢面 C02放出量の評価には，本研究に

おいて開発した多点観測システムが観測コストを含めて有効であると考えられる。

(3）土壊炭素蓄積・存在形態の解析

SOMの分解速度により変化する易分解成分と難分解成分の盈・比率から，土壌中の炭素!f!)J態を解

析できる可能性がある。SOM の主要成分はフノレボ酸〉腐食酸〉ヒユーミンの順に分解されやすし、ことから，



特にフルボ酸の消長の解析により，SOM の土嬢への蓄積と

C02として大気に還流される過程を推定できると考えられる。

そのため，これらの SOMを形態別に定量調査した。凶 7にリ

ター居告と含まない土嬢の SOMとフノレボ酸含有盆の鉛直分布

を示した。SOMは， 0-5cmで最も多く，夏から冬にかけて減少

したが， 5-I 5cm では季節変動を示さなかった。一方，フノレボ

酸は夏の表庖ほど含有量が多くなる傾向が認められたが，冬

は0・l5cmの含有量がほぼ等しい値を示した。また夏から冬に

て， 0-5cm のフノレボ酸は減少する傾向が認められたが，

5-15cmでは増加する傾向が認められた。これらのことから，夏

は土壊表層においてフノレボ酸が多量に生成されるが，分解さ

れる量も多いため下層への移動量も少なく，冬はフノレボ酸の

生成誌は少ないが分解も停滞するため下居への移動により

均一｛とされるものと考えられた。

(4）安定同位体比による森林炭素収支の解析

フラックス測定値の科学的な検証には， C02のトレーサー

として利用可能な b13C が有効な指標になると考えられる。そ

のため，森林内の植物，土嬢，大気中 C02のb13Cを調査・

解析した。間 8は， 2成分混合モデ．ルによる大気中 C02濃度

とC5IJCの解析例である。本解析では，両者の

聞に直線関係が成立し，生態系の呼吸により

排出されるC02の b13Cは約－21.3%。であった。

また，光合成が活発な時間帯の大気中 C02の o-5 

b 13Cが大きな値を示すとともに， b13Cの円変

動怖が樹冠下で最も大きくなる傾向が認めら古川

れた。これらの変動は，光合成による吸収・生還昨日

態系の呼l虫ー上空大気の混合の結果を反映し
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たものであり， o13c の解析により C02の動態

が解析できると考えられた。
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図7 土壌中のフルボ隊合宿ー批の鉛砥分布

SOM＝その他＋フルボ政4.今後の展開

シンチロメータ法における測定誤差の発生要肉をさらに詳

細に検討するとともに，森林内における炭素収支素過程との

関係を総合的に解析し，シンチロメータを用いた C02フラック

ス測定手法を確立する。
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関東の農業気象第30号（2004)

｜施設紹介｜

二重柵基準降水量計（DFIR)

中央農業総合研究センター北陸研究センター 横山宏太郎

1 .はじめに

本州日本海側や北日本など積雪地域にとっては，利雪・克雪両面で冬期の降水量は重要な情

報であり，正確に把握する必要がある．しかし通常の降水量計による測定では，測器により気

流が乱され，降水の一部は測器に入らないという f捕捉損失Jが生じる．特に雪ではその割合

が大きく問題である．そこで捕捉損失を定量的に評価し補正を可能にするための観測を行うこ

とにし，基準となる f真の降水量Jを知るために設置したのがここで紹介する二重柵基準降水

量計（DoubleFence Intercomparison Reference，以下 DFIR）である（図 1). DFIRは『雪

の高田Jとして知られた新潟県上越市にある農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合

研究センター北陸研究センター（旧農林水産省北陸農業試験場）に、 1992年に設置された．

2. 施設の概要と特徴

DFIRは世界気象機関（WMO）が固体降水量測定の準器として推奨しているものである．降

水量計を名前の通り八角形の柵で二重に囲って風を弱め，捕捉率（観測値／真値）を高める．

ただしこれでも 100%は捕捉できないので， DFIRの測定値を真値に変換する式（Goodison et 

al., 1998）を用いて「真値j を求める. DFIRの構造を図 2に示す．上越市では積雪が多いの

で，全体の高さを WMOの仕様より 0.5m高くした．

計測部として通常は図 3のようなトレチャコフ式降水量計（TretyakovGauge，以後 TRGと

略す）を設置する．しかし TRGは手動で集水容器を交換して計測するため，時間分解能が低

い．そこで，図 4に示すように TRGの円筒形集水容器（内径 16cm，受水口の面積 200cm2,

高さ 40cm）と同形状で底のない円簡を，直径 20cmの金属筒で自動測器に接合し，自動計測

できるように改良した．

DFIRは風を弱めるので，着雪しやすくもなる．特に降雪強度が大きいときには図 5のよう

に観測不能になる．このため 1999冬期から受水口にシート状の電熱ヒーターを取り付けた．

2000冬期から順調にその効果を発揮している（図 6）.ただし風除け部は加熱していない．

3. 観測の経過

本格的な観測は 1993冬期から行った．比較対象として転倒ます式，温水式，溢水式の 3機

種の降水量計を設置した. i：益水式は北海道の，温水式は本州の気象官署で冬に用いられる．

1993冬期と 1997冬期から 2001冬期までの計 6冬期のデータをとりまとめ，各測器の捕捉特

性を明らかにした（横山他、 2003）.捕捉率は風速が増すほど小さくなるがその割合は機種（形

状）により異なる．雪に対する捕捉率は，風速 2ms-1においても溢水式では 0.8，転倒ます式

では 0.7，温水式では 0.6程度であった．観測は検証データや春から秋のデータを得るため，

現在も継続している．

4. おわりに

世界では捕捉特性の異なる様々な降水量計が使われている．それぞれの観測値を適切に補正

してはじめて世界の降水量分布がわかる．地球環境を考える上でも，雪・雨あわせて降水量を

正確に把握することは今後ますます重要になる．残された問題もいくつかあり、さらに検討を

進める予定である．
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図 1 てill柵基準｜海；）＜f主計 (DFIR）の概観

12m 一一→｛
ド一一一 4π1 一---I

同 2 DFIRの併造.T=TRGの集水谷掠，

M＝金属間， Q＝自動測器．

証~

図 5 ~＇.［ 省によ り 測定不能と なった

DFIR. 
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Intercomparison Final Report. WMO, pp299. 

横山宏太郎 ・大野宏之 ・小南靖弘 ・井上 聡 ・Jll万俊和，2003：冬期における降水品計の捕捉

特性.'J；氷 65, 303・316
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日本農業気象学会

北陸支部会員各位

関東支部会員各位

2004年 8月 15日

日本農業気象学会

北陸支部支部長堀内久満

関東支部支部長蔵田憲次

2004年度日本農業気象学会北陸支部関東支部合同例会開催のお知らせ

2004年度の日本農業気象学会北陸支部関東支部の合同例会を下記の要領で開催します。今年度の例

会では、「水稲栽培への温暖化影響Jと題したシンポジウムを開催し、新潟県で現場の高温対策技術の

指導をしておられる方にその成果を紹介していただくとともに、（独）農業環境技術研究所における温

暖化影響実験の成果を紹介していただきます。また、従来どおり、一般講演発表会も行います。翌日

には、エクスカーションも企画しています。本年度は、北陸・関東両支部の合同例会となります。両

支部会員の有意義な意見交換、情報交換の場になるものと期待しておりますので、奮ってご参加下さ

いますようお願いします。

記

1 .日時： 2004年 12月2日（木）合同例会、 3日（金）エクスカーション

2.例会会場：湯沢カルチャーセンター（新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 628-1)

http://www. town.yuzawa. ni igata.jp/shisetsu/kouen/culture.html 

3. 日程及び内容（予定）

12月2日（木） 合同例会

12:00～13:00 支部別役員会（北陸：小ホール、関東：研修室 2)

12:30～13:00 一般受付・ポスター準備（研修室 1) 

13:00～14:00 支部別総会 ｛北陸：小ホール、関東：研修室 1)

14:00～15:00 ポスター発表（研修室 1) 

15:00～16:00 口頭発表 （小ホール）

16:00～17:30 シンポジウム『水稲栽培への温暖化影響』（小ホール）

re仮）高温条件下における高品質米生産の現地対応と成果J

新潟県農林水産部経営普及課専門技術員 水 沢 誠 一 氏

「（仮）高 C02濃度が水稲の高温不稔を増やす？

-FACE園場における穂温の計測とモデリングJ

（独）農業環境技術研究所生態系影響ユニット 吉本真由美氏

座長（独）農業環境技術研究所生態系影響ユニット 長谷川利拡氏

1s:oo～ 懇親会 （湯沢駅付近の別会場）

＊上記の時間配分は、これまでの例会を参考に作成した目安ですので、例会参加の際は、関東支部ホ

ームページ（http://agmkanto.ac.affrc.go.jp／）にて、ご確認をお願いし、たします。
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12月3日（金） エクスカーション

s:45 JR越後湯沢駅前集合

9:00 出発（マイクロパスにて移動）

－新潟県農業総合研究所中山間地農業技術センター（北魚沼郡川口町牛ヶ島 135・1)

http://www.ari.pref.niigata.jp/chusankan/ 

・JA塩沢コシヒカリ販売所『こめ蔵J（南魚沼郡塩沢町大字目来回）

http://www3.ocn.ne.jp／～komegura/ 

12:00過ぎ越後湯沢駅到着、解散

4.一般講演および参加申し込み方法

一般講演申し込み書・参加申し込み書に必要事項を記入の上、 10月 15日（金）までに、本案内状

末尾の各支部事務局宛に郵送、FAXのいずれかにて送付して下さい。また、E叩 ailでも受け付けます。

E-mai l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（発表者に印）、所属、発表方法（できるだけポスターで

お願いします）、＠懇親会参加有無、⑤エクスカーション参加有無を記入の上、各支部事務局宛へ送

付して下さい。エクスカーションの最少催行人数は 8人です。参加申し込み〆切の時点で、 8人を下

回りますと開催できませんので、予めご了解ください。

5.講演要旨提出方法

全ての講演要旨は、関東支部会誌『関東の農業気象』電子媒体版 Ce-journal）に掲載され、関東支

部ホームページにて公開されます。そして印刷物として、当日配布されます。さらに、後日、北陸支

部会誌に掲載されます。要約要旨は、学会誌『生物と気象』に掲載されます。

従って、以下の2種類の原稿ファイルを 11月 5日（金）までに本案内状末尾の担当者宛に電子メー

ル添付ファイルにてお送りください。原稿は以下の執筆要領に従って書いて下さい。

く講演要旨ファイル書式〉

ファイル形式は Microsoft¥Vordまたは一太郎とする。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 25mm、下 25mm，左 17mm、右 17mm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 11ポイント、 MS明朝、 MSゴシック等一般的なフォントを使用してください。

表題は l行の IO宇目から書き始め、 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

者名と所属機関は3行目の 11字目から書き、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行目から書き始めて下さい。図・表・画像（白黒）は、ファイル内の適切な位置に配置してく

ださい。

く『生物と気象』掲載用 要約講演要旨ファイル書式〉

『生物と気象』第4巻第 1号P28～29を参考に、 Microsoft¥Vordまたは一太郎形式とし、 A4用紙に、

演題、所属、氏名と 250字以内の本文を書いて下さい。横書きで l行 25字、行幅約 12cm、文字サイ

ズは 12ポイント程度とします。

6. 一般発表について

今回は時間の制約により、一般講演は基本的にポスター発表とさせていただきます。ポスター発表

に不都合がある方のみ、口頭発表を選択してください。ポスターは、タテ 150cm×ヨコ 90cm以内とし

ます。上部 30cmに表題と発表者名（所属）を大きく明記して下さい。口頭発表は最大 5件となってお

りますので、口頭発表で申し込まれた方でもポスター発表に回っていただく場合がありますのでご了

解ください。口頭発表の使用器械は、 OHPとPCプロジェクターを用意します。 PCプロジェクターを使

用する方は、会場にはプロジェクターのみを用意しますので、 PCを持参して下さい。一般講演の発表

タイトル・講演者名 発表スケジュールは、 11 月中旬までに関東支部ホームページ
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(http://agmkanto.ac.affrc.go.jp／）にて公開します。

7.参加費用（予定）

一般講演、シンポジウム：

会員 （一般） 1,500円 （学生） 1,000円

非会員 （一般） 2,000円 （学生） 1,500円

懇親会費： 5,000円程度を予定しております。

エクスカーション参加費は、 5000円以内です（マイクロパス内で人数割りして集めます）。

9. 申し込み・原稿の送付先

参加申込書および一般講演申込書 申し込み先（間合せ先）

・北陸支部の方（北陸支部事務局）

干943-0193新潟県上越市稲田卜2-1

北陸研究センター・気象資源研究室

横 山宏太郎

Tel: 025-526-3234 E-mail: kotaro@naro.affrc.go.jp 

－関東支部の方（関東支部事務局）

干113-8657東京都文京区弥生 1-1-1

東京大学大学院農学生命科学研究科生物・環境工学専攻生物環境情報工学研究室

清水庸

Tel: 03-584ト8101 Fax: 03-5841-8175 E-mail: ayosh@mai 1. ecc. u-tokyo. ac. jp 

講演要旨原稿 E-mai l送付先

．同支部とも共通

森林総合研究所気象環境研究領域気象研究室

安田幸生

E-mai 1 yassan@ffpri. affrc. go. jp, （問い合わせ用電話 029-873-3211内線 374)
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参加申込書・一般講演申込書

氏名

所属

住所 T 

TEL FAX 

E-mail 

一般講演（いずれかに印） 有 無

講演題目

著者名と所属（発表者の左肩に0)

発表方法（いずれかに印。ポスター発表へのご協力をお願いします）

ポスター PCプロジェクター OHP 

懇親会 （いずれかに印） 参加 不参加

エクスカーション（いずれかに印） 参加 不参加
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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j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

1.1. 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j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 2Smm，下 25mm，左 l7mm，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行自に書き，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AB C順に本文末に一括する。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, 1・8
4.7. 別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J（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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賛助会友

株式会社牧野応用測器研究所（2)

干165-0025東京都中野区沼袋 3-19-4tel:03-3387-6241 fax:03-3319-9996 

光電式微風速計。小型・軽量のロガー（新製品mx一ellシリーズ）により簡便に長期の計測が可

能になりました。電話回線による伝送システム。

英弘精機株式会社（2)

〒151-0073東京都渋谷区笹塚 2-1-6笹塚センターピル

tel:03-5352-2911 fax:03-5352-2917 

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。

グ、リンテック株式会社（I)

干136-0076東京都江東区南砂 2-36-10tel:03-3646-3111 fax:03-3648-3492 

温室トップライト並びに付帯設備の設計、製作、施工及び販売。環境制御機器の設計、製作、施

工及び販売。緑化造園工事の設計、施工及び管理。

太陽計測株式会社 (1) 

干143-0023東京都大田区山王 1-2-6tel:03-4426-5000 fax:03-4426-5115 

横河電機・日本HP・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)

干103-0004東京都中央区東日本橋 2-24-14ダヴインチピ、ル2階

tel:03-5820-7082 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（I)

干160-0004東京都新宿区四谷ト2-6アーバンピルサカス 53-B 

tel:03-3226-6682 fax:03-5363-6230 

キャンベル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.taiyokeiki.eo.jp/ 
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キャシベル社のウェザーステーションはキャンペル
社のヂータロガーとセンサーの組み合わせで構成され

ーます。
データロガー及びセンサーはそれぞれ用途に応じて

組み合わせが可能で、最適なシステムを組み上げるこ
とができます。
データ記録は任意のインターパルやデータの処理方

法（平均値・積算値・瞬時値・最大値及び時刻・最小
値及び時刻・標準偏差・多センサー聞の最大値・最小
値・平均値・多センサーの平均との差等）を自由に組
み合わせて記録できます。
パソコンとの接続は直接接続する他に4線長距離通

信・同軸ケーブルを使ったネットワーク・電話回線や
携帯電話などの接続が可能です。

構成：データロガー
外部電源
太陽電池
収納ケース
風速・風向センサ一
気温・湿度センサー
温湿度センサー用遮光シールド
日射センサー
日射センサー用マウント
日射センサー用アームスタンド
雨量センサー
雨量センサー用マウント
気圧センサー
ポール又はタワー
パソヨン用インターフェイス
サポートソヲトウエア．

Campbell Scientific, Inι 日本総代理店太陽計器株式会社
http://www.taiyokeiki.cojp/ 

本社
〒105・0004 東京都港区新橋2・8・14

山田ピル
sales@taiyokeiki.cojp 

電話03・3591・4101 I FAX03・3591・4088

田谷分室
〒160・0004 東京都新宿区四谷 1・2・6

アーバンピルサカス5
campbell@taiyokeiki.cojp 

毎話03・3226・6682 I FAX03・5363・6230
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東京大学大学院農学生命科学研究科生物・環境工学専攻

干113・8657 東京都文京区弥生1・1・1
Tel. 03・5841・8101 Fax.03・5841・8175 E-mail ayos~＠mail.eccルtokyo.ac.j

農業環境技術研究所地球環境部気象研究グループ

干305-8604 茨城県つくば市観音台3・1・3
Tel. 029・838・8206 Fax.029・838・8211 E-mail ino@affrc.go.jp 

農業環境技術研究所地球環境部気象研究グループ

干305・8604 茨城県つくば市観音台3・1・3
Tel. 029・838・8202 Fax.029・838-8211 E-mail isigo@niaes.affrc.go.jp 

中央農業総合研究センター耕地環境部気象立地研究室

干305・8666 茨城県つくば市観音台3・1-1
Tel. 029-838・8418 Fax.029-838・8418 E-mail suda@affrc.go.jp 

農業工学研究所農地整備部農業施設研究室

干305-8609 茨城県つくば市観音台2-1・6
Tel. 029-838・7655 F砿 029・838・7609 E-mail masaisii＠此k.affrc.go.jp

電力中央研究所環境科学研究所

干270-1194 千葉県我孫子市我孫子1646

Tel. 04・7182・1181（代） Tel. 070・5732・9971（直） Fax.04・7183・5061
E-mail cow@criepi.denken.or.jp 

森林総合研究所気象環境研究領域気象研究室

干305・8687 茨城県つくば市松の里l

Tel. 029・873・3211内線374 F飢 029・874・3720
E-mail yassan＠的ri.affrc.go.jp

筑波大学大学院生命環境科学研究科構造生物科学専攻

干305・8572 茨城県つくば市天王台1-1-1
Tel.029・853・6681 Fax.029・853・6614 E-mail marikos@sakura.cc.tsukuba.ac.jp 




