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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４２号（２０１６）

巻頭言

野外労働としての農作業を左右する気象条件 

～ 南洋気候研究から温暖化への適応を学ぶ 

福岡義隆（広島大学名誉教授・立正大学名誉教授）

温暖化に伴う農作物の栽培に対する影響に関しては、比較的多くの研究が進められているが、

農作物を育成させる野外労働への温暖化の影響に関してはあまり例を見ない。そういう中にあっ

て、意外に参考になるのが戦時下の「南洋気候研究」成果の一部であることに注目したい。言う

までもなく、戦争は不必要悪の根源ではあるが、不幸中の幸いとも言えることは、古今東西を問

わず戦争のたびに科学が進化しているのも事実であろう。 

 本稿では、戦時中の研究成果をまとめた当時の著書の一つである『日本人と熱帯衛生』（小倉清

太郎・加藤道雄共著、畝傍書房、１９４２年）などの文献を紐解いて、当時の「熱帯への移住」

対応策を「温暖化」順応策に置き換えて、それに伴う屋外労働への影響と適応策について再考す

る必要性を感じた次第である。上記著書の中で小倉・加藤両氏によると、「相異なる地に対して、

能く自らを調節し得る状態」を風土化と言う。順化とも呼ばれている。さらに彼らによると、風

土化には個人的風土化と民族的人種的風土化があるとする。後者の同一人種間には個人的と集団

的の別があるとも言う。 

 体温的な面での風土化についてみると、温帯から熱帯への移住に伴い、０.２ないし０.５℃の上

昇がみられるという。その最大の原因は、熱帯の高温によるもので、外気温と体温の温度差が小

さいために体熱放射が抑制されるためとされている。なお、脈拍と呼吸は増加し、発汗は多くな

り、逆に尿量は減る。屋外労働に伴う発汗は更に多くなる。 

 一方、日本民族の血液や肉体には南方諸民族の面影が伝えられており、熱地風土化が白人に比

べて容易ならしめているともされる。日本は温帯に位置するものの、四季寒暖の変化に富み、特

に夏の蒸し暑さは熱帯に劣らない。夏季の数か月を熱帯的気候下で過ごすことを余儀なくされて

いる結果、遺伝子の特徴と共に耐熱性をも獲得したともされる。 

 温帯では、労働によって疲労を感ずるが、熱帯では気候そのものが既に疲労を与えるものであ

るから、活動後の休養が必須である。温帯では、仕事の合間に休養をとるのに対して、熱帯では

休養の合間に仕事をし、短時間の仕事の中に全力を傾倒し能率を挙げるようにすることが肝要で

あるとされる。上記に紹介した著書によると、熱帯での日中の執務（労働）は避けて、朝の８時

から１１時まで、午後は３時から５時までとし、日中及び夜間はつとめて休養するべしとある。

昨今の日本の夏季における猛暑下において是非とも見習うべき適応策と思われる。 

そのためにも三先の知恵、すなはち先祖・先輩・先住民の知恵に学ぶことである。日本には北

と南に先住民の知恵が豊富に遺っている。特に沖縄には熱中症がないとさえ言われるほどに伝統

的なライフスタイルが活かされていると考えられる。 
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関東の農業気象 第４２号（２０１６） 
  研究トピックス  

 

茨城県農業における温暖化適応総合計画の策定 

 

増冨祐司（茨城大学農学部）、田村誠、滝本貴弘（茨城大学地球変動適応科学研究機関） 

 

1. 注目が高まってきた適応策 

 世界中の科学者・政府関係者で構成されるIPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)の最新

の報告書によると、 世界の地上気温は今世紀末までに現在と比べて0.3〜4.8度上昇するという（IPCC, 

2014）。予測の幅が大きいのは将来の気温上昇が今後の温室効果ガス（以後GHG）排出量に大きく依存する

からである。例えば、将来のGHG排出量が最も大きい社会経済シナリオでは、平均で3.7度気温が上昇す

ると予測されている。これに対し、最もGHG排出量が小さい社会経済シナリオでは、その気温上昇は平均

で1度と予測されている。実に平均で2.7度の差がある。裏を返せばGHGの排出量をうまく削減できれ

ば、地球の温暖化を大幅に抑制できるということである。このような背景もあり温暖化対策の中心は近年

までGHG排出削減という緩和策であった。 

 しかしながら、近年は温暖化に適応し、影響を軽減するという温暖化対策のもう一つの柱、適応策への

注目が日に日に高まってきている。この理由は主として五つあると考えられる。それらは、①国際合意が

必要不可欠な緩和策が世界中でなかなか進まない点、②現在までの温暖化により、既に世界中で温暖化影

響が現れてきている点、③仮に今、GHG排出をゼロにしても地球システムの慣性によりしばらくは温暖化

が進む点、④緩和策では対策を実施した主体と影響軽減の効果を得る主体が必ずしも一致しないが、適応

策ではこれが一致している点、⑤緩和策の実施は経済発展の遅れをイメージさせるが、適応策はインフラ

整備などの開発のイメージがあり、特に途上国に受け入れられやすい点、などである。このうち特に④、

⑤は①の緩和策がなかなか進まない理由でもあり、緩和策と適応策の性格の違いをよく表している。緩和

策は温暖化の根本対策であり推進すべきであることは間違いないが、なかなか進みづらい理由もよくわか

る。 

 このような流れの中、世界中で適応策に注目が集まってきており、日本もその例外ではない。その証拠

に日本政府は気候変動適応に関して政府全体として整合のとれた取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、2015年11月25日に「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定した。またこれに先立ち農林水産省

は2015年8月、農林水産分野における国の適応計画「農林水産省適応計画」をまとめた。温暖化適応に

関するこのような国レベルの行政文書は、国内の適応策の検討・実施を強く後押しするものであり、今後

は地方自治体単位での適応計画の作成・実施に向かうのは間違いない。しかしながら実際にはこれをサポ

ートするための科学的情報が不足している。いくつかの先行的な研究事例はあるものの、地域単位の温暖

化影響・適応研究はまだまだ始まったばかりなのである。 

 以下、本稿では平成27年度冬より開始された文科省気候変動適応技術社会実装プログラム（通称

SICAT）において茨城県農林水産部・茨城県農業総合センター・茨城大学が共同で実施している「茨城県

農業における温暖化適応総合計画の策定」プロジェクト（平成27〜31年度）の概要について説明した

い。なお現時点ではまだプロジェクトが始まって1年を経過しておらず研究成果をお示しすることができ

ないことをご容赦頂きたい。 

 

2. 茨城県農業における温暖化適応総合計画の策定 

 茨城県は農業産出額全国2位であり（1位は北海道）、日本を代表する農業県の一つである。特に世界で

も有数の大きな人口を抱える首都圏への食料供給という重要な役割を担っている。しかしながら、茨城県
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の農業において、地球温暖化がいつ(When)、どこで(Where)、

どのくらい(How)の影響を及ぼすのか、またどのような適応策

によって影響を軽減していくのかはよく分かっていない。こ

れに対し「茨城県農業における温暖化適応総合計画の策定」

プロジェクトの主目的は、茨城県全域を対象に、主要な作物

の温暖化影響を明らかにし、影響軽減に向けた適応策を示す

ことである。特に主要な出力として、図１に示す冊子「茨城

県農業における温暖化適応総合計画」を茨城県農林水産部・

茨城県農業総合センター・茨城大学が共同で作成し、公表す

る予定である（公表予定年月はプログラム終了年月にあたる

2020年3月）。 

 本適応計画に盛り込む主要な内容としては、以下の3つを

考えている。すなわち、①茨城県における温暖化の予測、②

農作物に対する定量的な影響とリスク、③影響軽減のための

適応策パッケージである。この①から③を県内地域ごとに示

す予定である。ここで③に「適応策パッケージ」とあるが、これはハード・ソフトを問わず効果のある適

応策をまとめてパッケージ化したもののことである。例えば稲の高温障害に対しては、高温耐性のある品

種育成が適応策の主要施策となるが、新しい品種を開発しても実際の対策効果を得るためには、それを普

及させなければならならい。新しい品種を普及されるためには、販路の確保や広報、栽培指導、導入補助

金等の様々な施策が必要となる。適応策パッケージとは、このように一つの対策だけでなく、それに付随

して必要な施策すべてを盛り込んでパッケージ化したもののことである。 

 図2に影響・リスクと適応策パッケージをまとめたイメージ図を示す。ここでは平均的な気温上昇を横

軸に想定される影響・リスクとこれを軽減するための一連の適応策パッケージが示されている。ただし図

では誌面の都合で一部の適応策しか示せていないことに注意して頂きたい。この図で特に重要なのは気温

上昇を横軸にとり、それぞれの気温上昇ごとに影響・リスクと必要な適応策を示している点である。これ

は二つの観点で有用である。それは①その時々で必要な対策が明確になっており行政が施策を実施しやす

い点、②気候予測の不確実性に対策が左右されない点、である。①の有用性はわかりやすいが、②につい

ては少し説明を加えておく。前章に記述したように将来の温暖化の程度は今後我々がどのくらい GHGを排

出するかに大きく依存する。このため例えば50年後の気温は2度上がっているかもしれないし、3度上が

っているかもしれない。2度上昇した場合と3度上昇した場合では影響が大きく異なるため、横軸を時間

にすると、50年後に必要な対策は不確実性が大きく、明確に答えることができない。しかしながら、横軸

を平均的な気温上昇にすると、気温上昇ごとの影響はおおよそ決まっているので、影響・リスクと必要な

 
図1 茨城県農業における温暖化適応

総合計画の完成イメージ（2020年3
月公表予定） 
 

 
図2 平均的な気温上昇に応じた影響・リスク、適応策パッケージ（イメージ図） 
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対策を明確に記述できるのである。ただし、これを実行す

るためには気温上昇をモニタリングし、温暖化の段階を常

に把握しておく必要があることを付け加えておく。 

 ではどのようにして図2のような影響と適応策を同定す

るのであろうか？その有効な手段の一つとしてシミュレー

ションモデルによる定量的な影響・適応策評価がある。こ

の手段が有効な理由は、コンピューターの中であれば、将

来の気候を再現し、その影響と適応策の効果を定量的に評

価することが比較的簡単だからである。一方で、実際の圃

場で温暖化の状況を作り出すのは技術的にもコスト的にも

非常に難しい。図3に低品質米（腹白・背白米）の発生に

関して、シミュレーションモデルを用いた影響・適応策評

価の例を示す。図3は低品質米（腹白・背白米）の発生が

出穂後30日間の気温（T30）の上昇とともにどのように増

加するかを示した統計モデル(赤線)の結果である。この赤

線からT30が27度を超えたあたりから腹白・背白米が発生

し始めることがわかる。したがって現在の平均的なT30で

ある25.4度では、腹白・背白米がほとんど発生しない。一方、気象庁が予測している今世紀末の夏の気

温上昇2.7度(SRES A1B)では、T30が28.1度となり腹白・背白米が約10％発生することが予測できる。

また仮に現在より1度程度高温耐性を持った品種（T30が28度を超えたあたりから腹白・背白米が発生す

る品種）を開発すれば、+2.7度気温が上昇しても腹白・背白米がほとんど発生しないこともわかる。この

ようにシミュレーションモデルは温暖化の影響・適応策の効果を定量的に評価できる強力なツールとなっ

ている。ただしシミュレーションモデルも万能ではない。シミュレーションである以上、ある程度の誤差

は含まれるし、結果が妥当かどうかはシミュレーション結果だけからはわからないこともある。したがっ

て実際には、シミュレーション結果をステークホルダー（行政、生産者、JA等）に示し、彼らと議論して

いきながら、最終的に効果的な適応策を同定していくという手順を踏むことになる。 

 

3. おわりに 

 本稿では、近年適応策への注目が高まっている背景を概説し、日本における温暖化適応研究として我々

が実施しているプロジェクトの概要を説明した。本プロジェクトの具体的な成果をお示しすることができ

ない点は非常に残念ではあるが、茨城県農業総合センターから提供された作物の生育データ等の解析を進

めており、得られた結果からはよい手応えを感じつつある。是非4年後に公表予定の「茨城県農業におけ

る温暖化適応総合計画」に期待して頂きたい。 

 

引用文献 

IPCC, 2014: Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers. 

Masutomi, Y., Arakawa, M., Minoda, T., Yonekura, T., and Shimada, T., 2015: Critical air 

temperature and sensitivity of the incidence of chalky rice kernels for the rice cultivar 

“Sai-no-kagayaki”. Agri. For. Meteorol., 203, 11-16. 

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.

 

図3 出穂後1ヶ月間の平均気温（T30）
と腹白・背白米の発生率（縦軸）の関係。

赤線が統計モデルの予測線。品種は彩の

かがやき。Masutomi et al. (2015)を基に

作成。 
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関東の農業気象 第４２号（２０１６） 
  研究トピックス  

 

関東内陸部における農地－都市間の熱環境の比較観測および解析の概要 

 
丸山篤志（農研機構農業環境変動研究センター） 

 
１．はじめに 

関東平野の内陸部では夏季に日最高気温 35℃以上の猛暑日が度々出現し、イネの安定的生産を行

う上で、高温障害による白未熟粒や不稔籾の発生が新たなリスク要因となっている。これまでの研

究において、イネの栽培実験から開花期の気温と稔実率の関係を定量化してきたが、近年の異常高

温で確認される不稔籾の割合は、気温から推定される割合よりも全体的に低い傾向がみられる。気

温は作物の生育や収量に影響を及ぼす最も基本的な環境要因のひとつであるにも関わらず、農地の

気温がアメダス地点とどのように異なるかなど、その実態はあまり把握されていない。そこで、2013
年より関東内陸部の複数地域において、水田と近隣のアメダス地点の熱環境の違いを明らかにする

ことを目的とした比較観測を開始している。 
本報告では、上記のイネの栽培実験から得られた稔実率の温度反応、水田とアメダス地点におけ

る熱環境の比較観測の背景、さらに農地－都市間における熱環境の違いに土地利用がどのように関

わるか理解することを目的とした数値実験の取り組みについて紹介する。 
 
２．気温上昇に対するイネの稔実率の反応 

 将来の気温上昇に対するイネの稔実率の反応を複数品種で明らかにするため、温度勾配チャンバ

ーを用いた実験を行った。農研機構九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）に 3 棟のビニール

ハウスを設置し、妻面の片側を開放、もう片方の妻面に温室内外の気温差に応じて作動するファン

を取り付けることで、ハウス内で気温が野外から段階的に上昇するチャンバーを製作した（写真 1）。
ポット育成したイネ 8 品種について、出穂直前までは野外で育成し、各品種の出穂初めにポットを

チャンバー内の温度条件が異なる 5 地点に移動することで、開花期の高温の影響を調査した。成熟

期に全ての穂の稔実籾数と不稔籾数を計測し、開花期間中の気温および極細熱電対で計測した穂温

との関係を解析した。 
その結果、イネの稔実率は全ての品種で開花期の気温がある温度以上で急激に低下する傾向がみ

られた（図 1）。稔実率 FS（％）は、出穂後 3 日間の日最高気温の平均値 T（℃）との間に高い負の

相関が認められ、以下の関係式で近似することができた。 
 
 
 
ここで、FSmaxは稔実率の最大値（％）、T75は稔

実率が最大値の 75%となる温度（℃）、K は稔実

率の減少率に影響を与える係数（K-1）である。同

様の傾向は温度 T を気温から穂温に置き換えた

場合でも認められ、最も急激な温度反応を示すと

ころでは 2℃の温度の違いによって稔実率が

50%以上異なることが示された（Maruyama et 
al., 2013）。                   写真 1．実験に用いた温度勾配チャンバー 
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図 1．出穂開花期の気温上昇に対するイネ 8 品種の稔実率の変化 1)2) 

1)熊本の 2005 年夏季における 8 品種×温度 5 水準×チャンバー3 棟でのポット実験結果 

2)野外の気象条件は、日最高気温 32.8℃・日射量 12.9MJ/d（実験期間 8/3～9/5 の平均値） 

 
３．水田とアメダス地点における熱環境の比較観測 

 関東平野の内陸部で日最高気温 35℃以上の猛暑日が記録された 2013 年 8 月第 2 半旬を対象に、

上記の関係式からイネ（品種：コシヒカリ）が仮に同時期に出穂した場合の不稔率を推定した結果

を図 2 に示す。図 2 には、アメダス等の地上気象観測点における日最高気温の観測値から空間補間

とメッシュ平年値を組み合わせた手法で得られる分布を併せて示したが、甲府や熊谷、館林など猛

暑日が記録された地点の周辺で 35℃以上の高温となっており、それらの地域では 50%を超える高

い不稔率となっている。しかしながら、同年にそのような高温不稔の被害は報告されておらず、実

際の水田におけるイネの不稔率は推定値より低いと考えられる。関東平野の多くの地域ではコシヒ

カリの出穂期が猛暑に見舞われた同時期よりも数日早かったこと、あるいは二毛作を行っている地

域など晩生品種は出穂期が同時期よりも遅いこと等の要因もあるが、2013 年は前後の期間も高温

傾向が続いたことを考慮すると、実際の水田では、これまでの研究で考慮してない条件など、何ら

かの違いがあるものと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2．猛暑時における日最高気温のメッシュ分布（左）と推定されたイネの稔実率（右）1) 

1) 2013 年 8 月 6～10 日における日最高気温のメッシュ分布の平均値をもとに、チャンバー実験で得られた 

イネ（品種：コシヒカリ）の気温-稔実率の関係式を用いて、仮に同時期に出穂した場合の不稔率を計算 
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その違いとして、１）ポット実験では根圏の制約などがあるため、実際の水田では高温不稔の発

生温度がさらに高い可能性、２）気温を基準として評価したため、水田では穂温がかなり低い可能

性、３）実際の水田の気温がメッシュ分布等で評価されているよりも低い可能性、が挙げられる。

このうち、１については現在、圃場スケールでの高温不稔発生の検証が関係機関において進められ

ている。２については、Maruyama et al. (2013)では測定値をもとに穂温－稔実率の関係式も作成

しているため、水田の群落微気象モデル（Maruyama and Kuwagata, 2010; Yoshimoto et al., 2011）
を用いて気象条件から穂温を推定するなど今後の検証が必要だろう。なお、Hasegawa (2011)は
2007 年の記録的な暑夏を対象にイネの稔実率の詳細な調査と解析を行ない、本結果と同様に実際

の水田で観測されたイネの不稔率はチャンバーでの実験結果から推定されるよりも低いことを指摘

している。 
３に関連して、水田の気温は近隣のアメダス地点よりも低い場合のあることが知られている（丸

山ら, 1998; Kuwagata et al., 2014）。しかしながら、農地の作期・作目は地域や年によっても異な

り、またアメダス地点の環境も観測所ごとに異なるため、農地の気温がアメダス地点と比較して一

般的にどのような傾向にあるのか、その実態は不明である。そこで、水田と近隣アメダス地点の熱

環境を比較することを目的とした総合的な観測を 2013 年から実施している。観測地点は、

Kuwagata et al. (2014）において水田－アメダス地点間に温度差のみられた熊谷に加えて、館林お

よび下妻の 3 地点である。写真 2 には各地点のアメダス観測所の様子を示したが、館林は観測所が

市街地に位置しているのに対して、下妻は観測所が水田に位置している。それぞれのアメダス観測

所から約 4km 離れた水田において気象観測を実施しており、観測は現在継続中であるが、館林では

例年 8 月の水田の最高気温がアメダス地点に比べて低く推移しており、その温度差は最大で 4℃に

達している。このような温度差による作物生育の違いについて、例えば高温障害の場合には上述し

たよう 2℃の温度の違いで稔実率が大きく異なることから、温度差が生じる要因やその補正方法に

ついて今後研究を進めていく必要がある。 
 
４．領域気象モデルによる農地－都市間の熱環境の数値実験 

 農地と都市間で気温差が形成される要因のひとつとして、水田の灌漑の効果を明らかにするため、

領域気象モデル WRF を用いた数値実験を行った。対象期間は、上記の館林での観測で水田－アメ

ダス地点間に約 4℃の温度差がみられた 2014 年 8 月 5 日とした。3 重ネスティングを行ない、解析

対象の関東内陸を含む第 3 領域の格子間隔を 1km とした。土地利用データには国土数値情報を用

いた。水田の灌漑の有無を想定し、陸面過程モデルにおける土壌水分の計算において、農地への流

入を降水のみとする WRF 標準の計算（灌漑なし）と、水田の区分のみ土壌水分を常に飽和させる

計算（灌漑あり）を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2．比較観測で対象としたアメダス地点の様子（左：館林、中：熊谷、右：下妻）  
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図 3．WRFによる日最高気温の計算結果（左：灌漑なし、中：灌漑あり、右：両者の温度差） 

 
 計算から得られた日最高気温の分布を図 3 に示したが、灌漑なしでは群馬県東部から埼玉県北部・

南部にかけての広い範囲で36℃以上となったのに対して、灌漑ありでは36℃以上の地域が減少し、

埼玉県北部で 35℃を下回る地域もみられた。両者の最高気温の差は最大で－2℃に達し、特に関東

内陸で温度低下が顕著であることが分かる。また、館林での水田（観測地点）とアメダス地点の温

度差は、灌漑なしでは 0.6℃だったのに対し、灌漑ありでは 1.9℃で、水田の灌漑を考慮することで

両地点の温度差をより良く再現することができた。ただし、観測された 4℃の温度差までは再現さ

れず、今後は都市の排熱などアメダス地点側の熱環境の変化要因を数値実験に適切に取り込んで、

詳しく解析する必要がある。 
 
謝辞：領域気象モデルを用いた数値計算と作図では、一澤智宏氏（現：日本気象協会）および清水

麻未氏にお世話になりました。本研究の一部は、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「次

世代農林水産業創造技術」の支援を受けて行っています。 
 
引用文献 

Hasegawa, T., Ishimaru, T., Kondo, M. et al., 2011: Spikelet sterility of rice observed in the record 
hot summer of 2007 and the factors associated with its variation. Journal of Agricultural 
Meteorology, 67, 225-232. 

Kuwagata, T., Ishigooka, Y., Fukuoka, M. et al., 2014: Temperature difference between 
meteorological station and nearby farmland -Case study for Kumagaya City in Japan-. SOLA, 
10, 45-49. 

丸山篤志, 大場和彦, 黒瀬義孝, 1998：平衡水温モデルによる異常気象年の水田水温の推定. 農業気

象, 54, 247-254. 
Maruyama, A., Kuwagata, T., 2010: Coupling land surface and crop growth models to estimate 

the effects of changes in the growing season on energy balance and water use of rice paddies. 
Agricultural and Forest Meteorology, 150, 919-930. 

Maruyama, A., Weerakoon, W.M.W., Wakiyama, Y., Ohba, K., 2013: Effects of increasing 
temperatures on spikelet fertility in different rice cultivars based on temperature gradient 
chamber experiments. Journal of Agronomy and Crop Science, 199, 416-423. 

Yoshimoto, M., Fukuoka, M., Hasegawa, T. et al., 2011: Integrated micrometeorology model for 
panicle and canopy temperature (IM2PACT) for rice heat stress studies under climate change. 
Journal of Agricultural Meteorology, 67, 233-247. 
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関東の農業気象 第４２号（２０１６） 
  施設紹介  

 

電力中央研究所環境科学研究所の紹介 

 
庄子和博（電力中央研究所環境科学研究所） 

 
 電力中央研究所は昭和 26 年に設立され、電気事業や社会におけるさまざまな課題の解決のため、

エネルギーや環境に関わる研究開発を行っています。我孫子地区（千葉県我孫子市）には自然・環境

科学研究の拠点として、地球工学研究所と環境科学研究所の 2 機関が設置されており、そのうち環境

科学研究所では、環境と調和した電力設備の建設、運用に資するため、発電施設の建設に係る環境ア

セスメント（大気、海域、生物・生態系）、火力発電に係る大気環境影響評価・石炭灰の利用拡大支

援技術の開発・冷却水系統における付着生物・クラゲ対策技術の開発、PCB 汚染変圧器対策、電磁

界の健康影響評価、河川環境保全、地球温暖化に係る CO2 削減対策、農業分野における電気利用技

術の開発などの研究を進めています。本稿では、我孫子地区が保有している主な環境関連実験設備を

紹介します。 
 
 
【乱流輸送モデリング風洞】 
 本設備は、全長約 40m、全幅約 25m、高さ約

5.5m の二風路回流式温度成層風洞であり、風速に

加え乱れや温度分布も精密に制御できるため、従来

の大型風洞では再現が難しい複雑な大気の流れを詳

細に再現することができます。これにより、発電所

の環境アセスメントのみならず、分散型電源やヒー

トアイランドなど都市圏における排熱・排ガス拡散

への対応を含め、多様な環境影響評価にも活用可能

です。 
 
 
【X バンド偏波ドップラーレーダシステム】 
 本レーダは、X バンド帯と呼ばれる約 3 cm 帯の

波長を有する電波を用いて上空の降水粒子や風を観

測します。電場の振動面が異なる 2 つの電波を送受

信することにより、降水粒子の種類（雨，雪，氷，

あられ等）の推定精度や各粒子量の観測精度も向上

する点が特徴として挙げられます。また、固体化素

子（半導体）によって電波を生成する仕組みを導入

した結果、レーダシステム自体がコンパクトにな

り、他地点への移設が容易になっています。 
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【中間周波磁界ばく露装置】 
 当所は、電磁界の健康リスク評価に貢献する科学的知見を創出するた

め、「実験動物用中間周波磁界曝露設備」と「細胞用中間周波磁界曝露

設備」を開発しました。これらの設備は、主に IH 調理器で用いられて

いる中間周波（20, 60 kHz）の磁界を、多数の実験動物や培養細胞など

に対し、高い強度で長期間、安定的にばく露できる特徴があります。こ

れらの装置を使うことで、農薬や化学物質の安全性評価と同じような試

験法で、磁界の生物影響を評価することができます。 
 
 
【ヒト iPS 細胞分析装置】 
 当所は、万能細胞であるヒト iPS 細胞を活用した、新しい生物影響評価技術手法の確立に取り組ん

でいます。商用周波磁界と小児白血病の関連性を実験的に解明するため、ヒト iPS 細胞の培養技術と

細胞分析装置（フローサイトメーター）を導入、設置しています。本装置は、ヒト iPS 細胞を分化さ

せた細胞集団から、目的の細胞のみを生きたまま高精度に回収できます。回収した細胞をマウスに移

植することで、ヒトへの影響をばく露実験によって評価で

きるモデルマウスを作出可能です。また、ヒト iPS 細胞か

ら構築した心筋や神経細胞に、磁界をばく露しながら電気

シグナルを計測することで、磁界ばく露ガイドラインの根

拠である刺激作用を精度良く測定することが可能になりま

す。 
 
 
【植物育成用光環境高度制御チャンバーおよびヒートポンプ COP 測定装置】 
 当所は、農業分野におけるヒートポンプや LED 照明な

どの電気機器の利用技術を開発するため「植物育成用光環

境高度制御チャンバー（上写真）」および「ヒートポンプ

COP 測定装置（下写真）」を設置しています。植物育成用

光環境高度制御チャンバーは、光・温度・湿度・CO2など

の生育環境を精密に制御できます。施設栽培作物であるレ

タス類、ハーブ類、トマト、イチゴなどを対象にして、収

量、栄養成分含量、形態形成、遺伝子発現などに与える

種々の環境影響を解明し、生長や品質の向上への活用法を

探る研究を進めています。ヒートポンプ（エアコン）COP
（成績係数）測定装置は、空気エンタルピー法によりヒー

トポンプの性能を評価するための装置です。本装置を利用

することで温室における COP の連続測定が可能となるこ

とから、種々の環境下における COP 測定を通して、ヒー

トポンプ最適運転法の提案を目指しています。 

ヒートポンプ

COP測定装置
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2016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 2016年度例会開催のお知らせ 

 

日本農業気象学会関東支部 2016年度例会を、下記の要領で開催いたします。本年度は、生態工学

会と合同で、農業気象・生態工学に関する講演会と電力中央研究所の設備見学会を企画いたしま

した。両学会会員の皆さまの積極的な交流を図りたいと考えておりますので、奮ってご参加

ください。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：2016年 11月 18日（金）9：30～ 

２．会場：千葉県福祉ふれあいプラザ ふれあいホール 

（〒270-1151 千葉県我孫子市本町 3-1-2 けやきプラザ内 2F） 

３．内容 

   9:30～10:30 一般講演発表会 

  10:40～12:20 合同シンポジウム 

   テーマ：大都市気候から有人宇宙活動までテクノロジーで支える・測る未来 

  「関東地方における近年の農業気象災害とその軽減に向けた取り組み」 

   横山 仁 氏（防災科学技術研究所） 

  「日本の有人宇宙活動のための環境制御・生命維持システム(ECLSS）技術」 

   桜井 誠人 氏（宇宙航空研究開発機構） 

  12:30～13:10 関東支部 評議員会 

  13:15～13:45 関東支部 総会 

  14:10～14:30 バスで視察先に移動 

  14:30～16:30 電力中央研究所我孫子地区設備見学会 

  16:30～17:00 バスで我孫子駅に移動 

 

   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。 
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４．一般講演の申込方法 

9月 30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 2016年度例会一般講演申込」として下さい。 

 

 

５．参加申込方法（一般講演を行わない場合） 

10月 28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 2016 年度

例会参加申込」として下さい。なお 10 月 28 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 28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。 
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８．参加費用 

一般講演発表会、合同シンポジウム、施設見学：無料 

※ 懇親会費は 4,000円程度を予定しております。 

 

９．会場への交通 

 千葉県福祉ふれあいプラザ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.furepla.jp/access/index.html 

  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 

（一財）電力中央研究所環境科学研究所 庄子 和博 

〒270-1194 千葉県我孫子市我孫子 1646  TEL: 04-7182−1181 

E-mail: shoji@criepi.denken.or.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、庄子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 

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 
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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・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

  気候変動対応研究領域 

 

理事 

（事務局） 

小野 圭介 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

  気候変動対応研究領域 

 

丸山 篤志 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター  

 気候変動対応研究領域 

 

（例会） 

庄子 和博 一般財団法人 電力中央研究所 

 

細井 文樹 東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 

 

 

（会計） 

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 

 

福岡 峰彦 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 

  気候変動対応研究領域 

 

 

（編集発送） 

米倉 哲志 埼玉県環境科学国際センター 

 

中野 智子 中央大学 経済学部 
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